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【業務革新と情報化】 1 

ネットワークでの情報共有でペーパーレス化、事務作業の効率化を目指す 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社米沢小高工業 

   代 表 者：我妻 輝夫 

   従業員数：27名（正社員 25名、パート・アルバイト 2名） 

   資 本 金：2,000万円 

   設 立 年：1976年 12月 

   所 在 地：山形県米沢市万世町片子 81番地 

   売 上 高：2億 3,545万円（26年 12月決算） 

   業 種：金属加工・機械器具製造業 

   U R L：http://www.y-odaka.co.jp/ 

事業概要： 

1.発泡スチロール減容機製造販売（自社製品） 

2.板金・溶接・メッキ・塗装製品の製造 

3.電池・多種部品検査装置の製作・制御盤配線・装置の組立 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1976年 資本金 300万で株式会社を設立 

1981年 工場増築 

1985年 資本金 900万に増資   

1986年 工場を現在の場所に移転、土地面積 2,463㎡、床面積 919㎡ 

1993年 代表取締役社長 我妻輝夫就任 

   1995年 プレハブ棟増築 床面積 162㎡  

   1996年 アズミック、東芝 ITC株式会社と取引始まる 

    2003年 資本金 2,000万に増資 

    2008年 竹井工場開設（機械組立） 

    2012年 売上高 2億 4800万円  

   2014年 売上高 2億 3545万円 

⑵会社方針 

①「基本と正道」を守り、全てのお客様、取引様と誠意をもって相互繁栄を目指す。 

②金属加工、機械製造産業の一翼を担う企業として、独自技術を醸成し地域社会に貢献

をする。 

③働く従業員、家族の生活の向上と社業の発展を共にはかる。 
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⑶経営環境 

東芝 ITコントロールシステム株式会社（X線検査装置）、ミツミ電機株式会社（電子機器部

品製造）、株式会社山本製作所（農機具、乾燥機）、株式会社かわでん（配電盤）、株式会社 

ジェイテクト山形（工作機械ツールチェンジャー）、北芝電機株式会社（電力関係、インフラ設

備、発電所用機器）など数多くの取引先を抱えているが、1社で売上の全体の 20％を超えな

いような顧客売上高の状況に有るのと、異業種からの受注顧客で有り市況での影響を大きく

受けないような環境である。 

同社の自社製品は、発泡スチロール減容機（はっぽう君）であるが、東芝テック株式会社

からの声掛けで始まった。これは、発砲スチロール樹脂のリサイクル化のための機械で、スー

パー関係や富士ゼロックス株式会社向けに良く売れた。ただし県内にはユーザはいない。こ

の機械を使って発生するリサイクル原料（インゴット）は市場で約 40円／kg程度で引き取り市

場が有る。その他、非常用発電装置カバー等の板金加工製造している。新たな販路は、商

談会参加、公益財団法人山形県企業振興公社からの斡旋などが多い。  

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

・徹底したペーパーレス化を目指す。 

・情報は基本的に全てオープンとし、ネットワーク上で情報共有を志向し、紙ファイルを持

たないようにしている。 

・リアルタイム化を推進し、5日以内で月次決算を可能にしている。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

・2007 年に PC を 2 台買って、予算編成し実績管理（Excel ベース）と経理（弥生会計）

を使い始めた。 

・その後営業資料や図面管理、工程管理、作業指示などを ExcelやDocuWorksを活用

して情報化を進めた。このシステムは営業が入力すると、各システムに情報が反映す

るように作られている。 

・平成 25年度（25年 5月）から 26年度にかけて「見積－受注－製造指示－出荷」の基

幹業務のシステム開発を外部のソフト会社に委託して導入した。 

㋑導入にあたっての制約事項 

・システムの推進担当者が社内にはいない状況で、将来までメンテナンス可能なシステ

ムとする事。（地元ソフト会社に依頼する） 

・指導教育が社内では難しい為、導入と同時に教育もして貰える環境での導入とする。 

㋒導入の体制 

・システム企画は専務が担当、実務は営業が担当し、社長含めバックアップ体制で取組

み。 
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・工場関係者は導入担当に加わっていない状況であった。 

 

㋓具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

・2007年度から IT化を進める中で、社長の知人のソフト会社の協力を得られたのが大き

かった。 

・2007年度からパソコン操作の習熟、IT化の効果実績等の地ならしがあった。 

㋔システム概要 

 

㋕導入の成果 

・IT化によって情報共有が進むと共に、社員教育になった。 

・業務の迅速化が達成された。 

・事務処理コストダウンにつながった。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

・成功要因として、専務のリーダーシップとソフト会社の協力が考えられる。 

・これからの課題として IT化を推進する人材の育成が必要で、これへの支援が必要。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

①今回導入したシステムと経理のシステムを有機的に繋がるように（自動仕訳）したい。 

②情報担当者がいないので、コンピュータの解る人間を来年度の新卒で採りたい。 
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3.公的支援機関の支援内容と期待 

IT コーディネータの派遣を受け、システムの提案はして頂いたが、市販ソフトの採用もしくは

ソフトハウスの紹介等が主で、同社が望んでいる具体的な取組みに対する仕様の検討等以降

の具体的な提言を頂くまでは、派遣制度の時間の制約上難しかった。 

今後の要望としては、公的機関からは様々な制度などの情報提供、情報投資への融資・リー

ス援助、IT リテラシー向上のための研修などの支援を望んでいる。 
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【業務革新と情報化】 2 

徹底した部門管理によって生産性向上を実現 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社みづほ合成工業所 

   代 表 者：後藤 敏公 

   従業員数：45名（正社員 43名、パート・アルバイト 2名） 

   資 本 金：1,800万円 

   設 立 年：1956年 11月（1951年 7月） 

   所 在 地：愛知県名古屋市中川区乗越町 2-41 

   売 上 高：2012年 10億円 

          2013年 9.6億円 

          2014年 10億円 

   業 種：プラスチック成型業 

   U R L：http://www.mizuho-go.co.jp/ 

事業概要：プラスチック部品、製品（FRP、各種成型品、粉末積層造形品）の設計、試作、量

産、海外調達、その周辺の部品（鉄、非鉄金属、電線等）の設計、仕入れ、調達

を行う。（関連企業に株式会社エムズグリーンを設立 エフェクターボードを販売） 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1956年 有限会社みづほ合成工業所 設立 

1964年 株式会社に組織変更 

1978年 資本金を 1,800万円に増資 

1993年 社内 LANシステムを導入 

1998年 ３D CADシステム導入 設計部門の設立 

2004年 犬山工場操業開始（現在は倉庫として使っている） 

⑵会社方針 

プラスチック製品の成型を事業の核としているが、製品の設計、組み立てなど付加価値を

高めるような取組みを行っている。取扱い製品は、18,000 点に及ぶ。2011 年には自社製品

であるギターエフェクターボードを開発し、販売会社（株式会社エムズグリーン）を設立した。

また、東京電力株式会社（以下東京電力(株)）向け変圧トランス（6600V⇒220V）に付属する

白い碍子と結線加工は高い信頼を得ている。 

経営意識を高めるために、営業や製造などはそれぞれで利益を把握するよう部門間で社

内取引を導入して原価管理を行っている。 
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⑶経営環境 

リーマンショック、東日本大震災による東京電力(株)の事故など短時間に売上に多大な影

響を受けたが、少しずつ回復してきている。東京電力(株)の仕事は 7 割まで回復してきてい

る。災害発生時の危機感は強烈であったために教訓として経営に生かしている。 

地元有力企業を初め、100社以上との取引があるが、売上の約 8割は、約 10社の取引で

ある。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

全社的な IT活用によって経営の実態を正確に把握、計数管理のための指標づくりを進め

生産性の向上をはかる。具体的には、リードタイムの大幅な短縮や納期遅延ゼロ、在庫の圧

縮を実現させる。 

具体的には、社内の 7部門（インジェクション、３D プリンター、切削加工、線加工、組み立

てなど）について各部門別の時間管理を可能とさせ、総時間、時間当たり売上高、時間当た

り粗利益などの判断がリアルタイムでできるようになっている。受注入力をすると負荷状況が

瞬時に把握できるので、残業予定なども簡単に把握できる。これらは、Excel で可能となって

いるので、社員に Excelの操作を習熟させペーパーレスを可能とさせている。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

1980年 経理処理のためにオフコンを導入 

1995年 PCを使って生産管理をシステム化 

1993年 MS-DOS環境で LANを敷設し在庫管理システムを導入 

1994年 オフコンで行っていた経理、販売管理システムを PC環境に移行 

2002年 MS-DOS環境をWindows環境に移行 

2010年 部門管理を中心とした Excelによる経営計画表を開発、社員教育開始 

2012年 経営計画表に連動した資金管理表を開発 

2014年 中部 IT経営力大賞優秀賞を受賞 

㋑導入にあたっての制約事項 

特に大きな制約条件は無かったが、以下の項目について留意した。 

☆基本的にすべての部門間取引は PC 上で行い、受発注、納期管理、製造必要因

数等は書面化しないでペーパーレス化する。 

☆すべての集計表、請求書、経理用集計はすべてＥｘｃｅｌ出力を行えるようプログラム

化した。従って、社員はＥｘｃｅｌの操作を習得すればよい。 

☆原価管理、製造必要因数、商品データベースの必要性や最終的な部門間取引を

社員に理解してもらうべく 2年ほどの教育とテストを重ねて実施した。 

☆リーマンショック、震災ショックを短期間の内に体験したので、その時の危機感をチ
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ャンスとして捉え社員の理解を得た。 

㋒導入の体制 

社長を中心として、社内の各部門のリーダーとのプロジェクトチームによって推進させ

た。 

㋓具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

社員の IT リテラシーの高揚に努めた。具体的にはＥｘｃｅｌを習熟させるよう教育を行っ

た。 

㋔システム概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㋕導入の成果 

早くから情報化した営業の基幹業務は、社内の要求を十分に取り入れたオーダーメー

ドであるために社内業務の効率化に寄与した。また、Ｅｘｃｅｌによる経営計画は、システム

の活用を通じて社員の経営意識を高めることができた。資金管理システムは手間のかかる

資金予測を瞬時に表示してくれるので、的確な経営判断ができるようになった。その結果、

経営実態の正確な把握が可能となり、リードタイムの大幅短縮や納期遅延ゼロ、在庫圧縮

が可能となるなど、生産性の大幅な向上に実現できた。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

経営環境を社員に十分理解させている背景の中で、部門管理を通じて目的意識を高
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め、さらにＥｘｃｅｌ操作の習得にあたっては OJTを通じたことが功を奏したと考えられる。  

システムの構築に当たっても、先方の希望納期以外に社内においては実納期の情報を 

与えることによって現実に即したしくみができたこともスムーズな運用に繋がったと思われ

る。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

1.従業員の原価意識の更なる高揚につながるようなシステム活用 

2.ITを活用した生産の自動機の開発 

3.3Dプリンターの増設 

4.Web活用による商品・技術工法の紹介 

5.自社オリジナル商品の育成 

 

3.公的支援機関の支援内容と期待 

公益財団法人あいち産業振興機構の事業をかなり前から活用している。平成 21 年度 IT 戦

略プラン作成研修で成熟度診断を受けたことが、積極的な IT化を進めるきっかけとなる。 

経営層を対象とした戦略情報化セミナーの開催、最近の IT情報の紹介、ITに関係した税制

上の優遇策の紹介、情報化によるビジネス展開のノウハウ紹介・支援、情報化による成功事例

紹介などの事業の実施を支援機関に望む。 
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【業務革新と情報化】 3 

現場業務にエクセルをフル活用 

 

企業概要 

企 業 名：岩崎断熱株式会社 

   代 表 者：竹下 整 

   従業員数：25名 

   資 本 金：3,000万円 

   設 立 年：1968年 3月 

   所 在 地：長崎県佐世保市瀬戸越町 453番地の１ 

   売 上 高：7億 293万円 

   業 種：建設業 

   U R L：なし 

事業概要：民間、公共の設備工事、管工事、熱絶縁工事などを手がけている。 

佐世保地区以外に西日本を中心として各地で受注実績がある。 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1968年 3月 創業 

1972年 8月 管・板金・熱絶縁工事許可取得 

2004年 6月 ISO9001取得（管工事） 

2009年 6月 とび・土工・機械器具設置工事許可取得 

⑵会社方針 

同社の技術は、管工事、配管・ダクト工事、断熱工事などであるが、特に断熱工事は手が

ける企業が比較的少ないこともあるので、受注先を広域に広げている。管工事は国や公共

団体への電子入札にも積極的に取組んでいる。また、受注方針として、1 社あたり依存率を

全体売上の 3割以内程度にしている。 

⑶経営環境 

政権が変わって景況は少し良くなっているので、受注に苦しむことはなくなってきている。

受注先は 40～50社ほどのゼネコン、サブコン、工務店などである。受注額で見ると、上位 10

社で売上の 90％を占める。 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

コンピュータは、ムダ・ムラ・ムリを省く手段であると経営者は考えている。コンピュータを使

って、現場代理人（現場担当者）のすべき仕事を分散させることが必要である。 
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⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

会計と給与システムはいずれもピー・シー・エー株式会社（PCA）のパッケージソフトで、

約 10 年間使用してきたが、それに加えて Excel を利用して、受注案件管理、工事原価集

計などの管理を行っている。社内書式についても Excel によって管理されている。社内で

使用しているコンピュータは約 20台であるが、これ等は、ディスクを共有できる仕組みにな

っているが、管理者がいないためあえてサーバーは設置していない。 

㋑導入にあたっての制約事項 

当初は社員の情報リテラシーも低く、周囲も非協力的であったが、時間の経過とともに、

重要性を認識し、社員の情報リテラシーも少しずつ高まっていった。（社長談） 

㋒導入の体制 

本社事務員の 3 名が中心となって、Excel による各管理のしくみつくりを受け持ってい

る。 

㋓具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

パッケージ導入時には、販売店からの指導を受けたが、Excel による各しくみについて

は、独力でこなした。 

㋔システム概要 

経理と、給与計算については、市販のパッケージシステムを利用している。受注案件管

理（商談内容を検索できるようになっている）、資材在庫管理、出面管理（1 週間毎に締め

切って本社へ報告）、工事原価集計（材料費、労務費、外注費などのダイレクトコスティン

グを実施中）などは Excel を利用したシステムを内部で作り上げている。その他に、社内書

式を対象とした文書管理システムを制作している。 
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㋕導入の成果 

・報告書の品質が向上した。 

・処理が迅速になった。 

・情報共有が進化した。（以前であれば、人に聞いていた事項も、共有データを調べれ

ば分かるようになり、無駄な時間のやり取りが減った。） 

㋖成功の要因・失敗の要因 

未だに全部が完成していないので、現時点では、成功とも失敗ともいえない。 

⑶企業外からの支援の具体的内容と評価 

ベンダーなどが開催する無料の講習会に参加 

⑷今後の情報化計画と導入の留意点 

システムの対象業務を拡大させることと、社員の自律に基づくシステム化を進めて行きた

い。 
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【業務革新と情報化】 4 

ＩＴ導入により業務改善し利益重視の経営に変換 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社コアフィールドマサコ 

   代 表 者：吉岡 祐子 

   従業員数：71名（正社員 55名、パート・アルバイト 16名） 

   資 本 金：1,000万円 

   設 立 年：1963年 11月 

   所 在 地：徳島県徳島市佐古八番町 2-10 

   売 上 高：3億円 

   業 種：美容業（美容室の経営及び関連商品の販売） 

   U R L：http://www.masako.co.jp/ 

事業概要：徳島県内 9店舗、香川県内 3店舗 

 

1.経営方針 

⑴経営経歴 

1963年 個人営業開始 

1973年 徳島市佐古店出店（自社ビル） 

1976年 香川県高松店出店 

1982年 法人に組織変更 

1987年 徳島県板野郡藍住店出店（自社ビル） 

1990年 徳島県板野郡北島店出店（自社ビル） 

   店舗の出店、統合及び閉店を経て、現在 12店舗で営業 

⑵会社方針 

サービス、接客、技術等他店よりワンランクアップさせ、しかもリーズナブルな価格で顧客

に提供する。スタッフが楽しく明るく働ける職場にする。 

専門家の指導により、地区店長会議（毎月）、全体会議（年 2回）、経営幹部会議（毎月）、

決算発表会議（年 1回）を実施できるようになった。こうした会議を通して、予算実績管理を行

い、進捗状況を確認している。月次損益計算書を基に協議し、在庫状況の把握も徹底させ

ている。 

 

⑶経営環境 

全国の美容師数は年々右肩上がりで増加している。また、美容室・美容院も漸増傾向に

ある。新規開店率は廃業率を上回り、新規参入に伴い競争は年々激化している。新規顧客

が増えない、リピーターが少ない、来店周期が延びている、客単価が落ちている。多くの美
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容院・美容室はこのような課題を抱えており、その打開策として価格で勝負する店舗もあるが、

大手チェーン店との争いは熾烈を極め個人店舗は厳しい経営環境にある。 

また、美容業界のニーズも大きく二極化しており、「安さ」を求める顧客がいる一方で技術

力や商品力といった「サービス品質」を求める顧客もいる。他店にはない価値あるサービスで

新規顧客を増す、通常のサービスにセラピー要素を加えて客単価を高めるなど、サービスの

充実を図り、品質で勝負する店舗も数多く出てきている。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

管理会計が確立されていなかったことから、各店舗の事業採算が明確に把握されていな

かった。予算管理も不明確であった。また、各店舗、本社の美容関連商品の在庫管理があ

いまいであった。 

そこで、2013 年から公益財団法人とくしま産業振興機構(以下同機構)の専門家派遣事業

を活用し、本格的に会計システム、在庫管理システムを導入するなどＩＴ化を進めつつある。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯・目的等 

美容業は、顧客とのコミュニケーション力が大切な事から、手書き及び口頭での管理が

大部分であった。経営もいわゆる「カン」に頼っていたため、利益が上がらない状況が続い

た。そこで、各店舗の損益をパソコンで管理することにより、利益を重視する経営体質に変

換すべく取組んだ。 
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ルーチン業務の事務フロー図を作成、分析し、どの部門にパソコン導入すべきかを検討

するとともに、業務の徹底的な改善を図った。 

発注在庫管理の改善、商品・資材・材料の店頭在庫の削減、月次試算表、店舗別試算

表により会計管理システムの導入。また、店舗ごとの予算実績管理の徹底を図った。 

㋑導入にあたっての制約事項 

制約事項は会長である先代社長がＩＴ化に積極的ではなく、手書き等を重視したため、

なかなかＩＴ化が進まなかった。しかし、数年前に県の保証協会を訪ねたところ担当者から

ＩＴ化の重要性を指摘され、同機構の専門家派遣事業の活用を進められた。同事業を 10

回活用し、継続的な支援を受けられた。予算的にも制約があったため、必要最小限の投

資で導入を実施した。 

㋒導入の体制 

社長及び本部事務職員 

㋓導入の成果 

ⅰ）店舗別月次損益計算書の迅速正確な出力ができることにより各店舗の経営戦略がた

てられるようになった。 
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ⅱ）店舗の実績を全店で共有することができ、各店舗間の数値意識が高まった。 

ⅲ）在庫管理を実施したことから、部門ごとに棚を分けて配置。数値を把握することができ、

商品回転率を分析し、適正な在庫量の管理、配置も変えることができた。 

ⅳ）賃貸物件に入居していた本部を、自社ビルに移転することでコストの削減が図れた。 

㋔システム概要図 

   ルーチン業務の改善 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑶今後の情報化計画 

同機構の支援により、漠然としていた経営の問題点・課題が明確化され、今後の経営計画

が立案できた。それとともに、情報化計画の方向性も見えてきた。 

現在進めているクラウドシステムを活用した予算実績管理の徹底を行っていく。また、各店

舗従業員の勤怠管理をＩＴ化することで、店舗ごとの従業員シフトを組み効率的な従業員配

置を行っていく計画である。 
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【業務革新と情報化】 5 

クラウド上に基幹システムを構築 

 

企業概要 

企 業 名：辰口自動車販売株式会社 

   代 表 者：室谷 眞一 

   従業員数：80 名 

   資 本 金：1,000 万円 

   設 立 年：1965 年 5 月 

   所 在 地：石川県能美市上開発町ハ 68 番地 

   売 上 高：約 11 億円 

   業 種：サービス業 

   U R L：http://www.tatsukuchi-motor.jp/ 

事業概要：新車・中古車販売、リース・レンタル、車検、定期点検、自動車一般整備、自動車

鈑金・塗装、ロードサービス、各種損害保険、中古パーツ販売 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1965 年 5 月  辰口自動車販売株式会社を設立 

1965 年 11 月 自動車分解整備事業の認証を取得、分解整備事業を開始 

1970 年 7 月  自動車整備工場を新築、自動車整備事業・自動車車体整備事業を開始 

1971 年 2 月  自動車事業者の指定を受ける【名指第 720 号】 

1995年 4 月  ニュースサービス≪車検≫スタート 検査員・整備主任者が点検・検査の後、 

          お客様に検査合否情報と予防整備の情報検査 

2003 年 7 月  たつのくちレンタカー、レンタカー事業免許取得 営業開始 

2004 年 12 月 たつのくちリサイクルパーツ 解体事業免許取得 営業開始 

2005 年 7 月  ＴＭコーポレーション金沢店を新築 24 時間 365 日愛車のフルサポート事業

を開始 

2007 年 8 月  特殊整備工場車体整備作業（一種）を取得 

2009 年 4 月  一般貨物自動車運送事業を取得  営業開始 

2010 年 6 月  株式会社保険キャンパスを新設   組織代理店として生命保険事業を開始 

⑵会社方針 

“お客様の満足を願う！”  

I.独自性  II.高質化   III.スピード・コスト・チャレンジ 

⑶経営環境 

関連会社の株式会社TMコーポレーションは 24時間営業の事業であり、TMコーポレーシ
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ョンの看板を使って 24 時間の事業をやっているのが、辰口自動車販売である。もともとは辰

口自動車販売の一部門として発展してきた経緯がある。フランチャイズに近いが、ロイヤリテ

ィを取っていないのでネットワーク事業と呼んでいる。TM は全国、辰口自動車販売は地元の

北陸 3 県でという棲み分けである。本社所在地が創業地で、周辺は自動車販売会社がなく

独占的に事業ができていた。メーカー系列の自動車ディーラーはことごとく撤退している。一

般に 1万人以下の人口のところでは、系列ディーラーは採算が合わず、営業所を建てるのに

5 万人必要と言われている。同社のモーター事業というのは全メーカーを取扱うので、どの車

種でも修理ができるという強みがある。お客様視点でいうと複合販売というが、家電量販店の

ような形態が最近の自動車販売の業界の流れとなりつつある。同社は販売だけではなくアフ

ターサービスに力を入れており、加えて 24 時間対応をプラスαで提供している。 

 

2.情報化の概要  

⑴情報化の方針・考え方 

こうしたいというイメージは Excel で作って伝えることは出来るが、コンピュータの中までは

分からないので専門の業者に頼んでいる。信頼のおける外注先にシステムサポートを依頼し

ている。必要なコストがかかることは理解している。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

以前は社内サーバーだったが、各拠点では受注と支払いの営業所が違うこともあるの

で、バッチ処理でデータの同期をとっていた。各拠点からデータをリンクさせることが難しく

て、どうしてもタイムラグが出る。そのためクラウド化に着手した。 

㋑システム概要 

基幹業務システムに関しては本社にはサーバーがなくて端末のみ設置している。印刷

物は直接出せない仕組みで、印刷するときは一旦必ず保存する必要がある。誰がいつ印

刷したかというのが分かるようになっている。1996 年から伝票処理や日々のオペレーション

のサポートはお台場の集中センターにお願いしている。社内のグループウェアは N システ

ムデザイン株式会社（以下 N システム）に同社独自のサーバーを設置し管理してもらって

いる。端末を盗まれても安全である。 

HP の更新は自社で行っているが、顧客のデータ管理は株式会社ブロードリーフ(東証

一部上場)にお願いしていて、すでに 13 年運用している。業界用のパッケージを利用して

いるが、同社はフルパッケージ仕様となっている。さらに、同社独自の機能は追加でカスタ

マイズしてもらっている。販売だけでなく、整備やその他のことも何でもできる機能があり、

例えば部品の発注、全メーカー対応の自動車販売用の見積もり、車検と保険の連動など

である。2 万件の顧客データをもっているが、社内では危なくて管理しきれない。データ管

理や運用も含めて委託している。 

会計・給与は株式会社日本デジタル研究所（JDL）のパッケージで直接入力している。
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これは単独で経理に置いてある。テレビ会議は 2009 年頃からやっており、全拠点に配置

して月曜は一斉にグループでミーティングに使っている。 

㋒導入の体制 

社長、常務、N システムデザイン株式会社、株式会社ブロードリーフ 

㋓導入にあたっての制約事項 

特に悩みはない。 

㋔具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

システム導入は室谷社長もしくは常務が検討する。詳しい仕様についてはNシステムに

相談している。そのためのメンテナンスサポート契約を締結している。 

㋕導入の成果 

24 時間対応をしていることを理解してもらっているので、同社からの問い合わせや障害

対応のレスポンスがよい。同業者が大勢で視察に来るほどで、車業界の中では同社はトッ

プクラスの IT システムだと自負している。システムがない頃は、棚卸すると 500 万円くらい

の差異が出たが現在は 10 万円もない。効果を考えると、社員の一人二人くらいの費用が

かかっていても仕方がないと考えている。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

成功要因は常務が現場をよく知っていたからである。24 時間営業は昼夜交代で少数精

鋭でやらなければならない。日常業務の効率性を常に追求していったため、オーダーメイ

ドの開発を実現できたのである。社内の共有ルール化、伝票のスピード処理、入出金すべ

てにおいてタイムラグが無いようにやっていくにはシステムが必要になる。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

今後はお客様の見える化に取組みたいと思っている。お客様から預かった車の作業の進

捗状況が Web で見えるようにすることにこだわっていきたい。保険業者向けにも事故車の修

理がどこまで進んでいるか、見えるようにしたい。それができたら、ひとつの商品になる。また、

それをやることによって同社の売上も増加することになるのである。 
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【業務革新と情報化】 6 

各種法規制を見据えて業界専用パッケージソフトを導入 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社神原商事 

   代 表 者：神原 正 

   従業員数：22 名（正社員 20 名、パート・アルバイト 2 名） 

   資 本 金：4,270 万円 

   設 立 年：1989 年 3 月 

   所 在 地：香川県仲多度郡多度津町桜川 1-3-8 

   売 上 高：6 億 3,700 万円 

   業 種：小売業(調剤薬局) 

   U R L：http://www.kambarasyouji.jp/ 

事業概要：調剤薬局経営、人材派遣業、不動産管理業 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1989 年      不動産管理業開始 

1999 年      一般労働者派遣業許可取得 

2000 年 5 月   ウエル調剤薬局開局 

2000 年 11 月  有限会社はないな薬局経営を取得 

2003 年 6 月   ウエル調剤薬局藤塚店開局 

2010 年 11 月  有限会社はないな薬局と有限会社神原商事が合併 

⑵会社方針 

      『地域に密着した健康管理に奉仕します』 

⑶経営環境 

メインの事業は調剤薬局で、3 店舗で売り上げの 9割を占めている。他には不動産賃貸や

人材派遣も手掛けているが、今は縮小している。調剤薬局の店舗は大きなところで 11 名体

制、ここが主力で稼いでおり、他の 2 店舗は各 3 名の配置となっている。 

薬は一錠あたりの価格が法で決められており、2年に一度の薬価の改定で価格が大きく変

わる。診療報酬が年 3%くらいずつ伸びているので、その分を薬の価格を下げて保険料の総

額を抑制するということに厚生労働省が取組んでいる。すでに、薬の仕入で利益を出す時代

は終わっており、診療点数の低下は経営に大きな影響を及ぼしている。 

調剤薬局はまず病院近くに立地することが必要で、大型の店舗にしていかないと効率が

悪い。医療機関も流行っていないと処方箋の数が少なく、またドクターが年を取ってくると処

方箋も減ってくる。開業医から声がかかって出店することが一般的だが、最近は出店を調剤
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は終わっており、診療点数の低下は経営に大きな影響を及ぼしている。 

調剤薬局はまず病院近くに立地することが必要で、大型の店舗にしていかないと効率が

悪い。医療機関も流行っていないと処方箋の数が少なく、またドクターが年を取ってくると処

方箋も減ってくる。開業医から声がかかって出店することが一般的だが、最近は出店を調剤
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薬局側が選んでいるような状況である。また、大きな病院のまわりは数件の競合がひしめくの

で、採算割れすることもある。競合に勝つためには、病院に近いところに立地することが第一

である。商品や価格はどこも同じなので、第二は接客などになるのかもしれないが、薬剤師

はプライドを持ってやっているので、サービス業と言われても愛想よく接客するということがな

かなかできない。差別化は難しいが、医院の誘導紹介などがあると違うようである。 

最近は小さな薬局は統合するように厚生労働省から指導が入っている。複数の医療機関

の真ん中に一軒あればよいという発想である。それ以外は在宅者に出向いていくことになる。

ドクターも往診に行くし、ヘルパーも行く。薬剤師も出向くようにいわれている。小さな調剤薬

局は経営が厳しくなるような流れになりつつある。 

 

2.情報化の概要 

⑴現状システムの概要 

11名体制の大型店である「はないな薬局」では、三菱電機株式会社「保険薬局システム調

剤 Melphin/DUO」「電子薬歴保存システム Melhis」を 2014 年 10 月より採用した。顧客ごとに

処方した薬歴を管理する仕組みである。それまでは紙ベースの台帳で管理していたため、

検索に時間がかかっていた。 

⑵システム全体像 

店舗では必須のレセプトコンピュータを各店導入済であり、さらに大型店舗は今回の電子

薬歴システムを導入した。費用は約 800万円。これまでの処方薬歴を参考に、薬剤師が的確

なアドバイスをすることが可能となることや、処方待ち時間の短縮など顧客側にもメリットが大

きい。システム的には医院からデータでもらうこともできるのだが、実現はまだ先である。デー

タ共有の仕組みは特に再検査のムダを削減できることから厚生労働省が広めようとしている

が、医療機関側は診療の内容が漏れる懸念から歓迎していないようである。 

経営上の情報は株式会社TKCのシステムを活用している。各店の伝票を本部で入力して、

税理士に処理をお願いしている。会計、給与、勤怠の部分をカバーしているが、ほぼ必要な

ものはこれで対応できている。大型店以外は店舗にレセプト管理システムがあり、発注管理

から在庫管理機能がある。卸が共同VANシステム経由で発注する仕組みを無料で提供して

いる。これは各卸に対して自動的に振り分けて発注できるものである。レセプトコンピュータ

は5年に一回更新で、費用が約200万円である。これは必須のシステムで、社会保険事務所

に対して患者の保険請求をインターネットで送付する機能がある。これが必須となるのは、社

会保険事務所がデータ以外は受け付けないようになっているためである。国民健康保険に

対しても同様の処理をしている。調剤薬局は 100%対応で、医療機関は 90%くらいの実施率と

なっているようである。 

㋐導入の体制 

システム導入に関しては神原社長が判断して、業者と商談している。導入教育等は業

者にお願いしている。 
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㋑導入にあたっての制約事項 

アウトソーシングは税理士のみで、あとはすべて自社内処理をしている。システム導入

については、特にサポートする社内人材はいないのが現状である。費用対効果が出にく

い規模の店舗があること、まだまだシステム一式の費用が高いこと、地方では所轄官庁の

情報やシステムについて知っている人が公的機関やメーカーを含めてもいないことが課題

となっている。 

㋒具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

実務上は特にない。システム導入はすべて神原社長が対応している。費用をもう少し抑

えられると思うが、細かなシステム内容の検討よりは導入のタイミングを優先している。現在

は社長が自ら情報収集を行なっているが、規模が大きくなれば IT に詳しい人間を雇用す

ることができると期待している。それまでは、不足している部分は IT 業者の力を借りること

で乗り切っていきたいと社長は考えている。 

㋓導入の成果 

現在、検証作業中。 

㋔成功の要因・失敗の要因 

現在、検証作業中。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

今後も法規制の対応をするためにシステム化対応を行っていく。保険点数の請求をオンラ

インでないと受け付けてもらえないため、レセプトコンピュータは小さな店舗でも必須となって

いる。大きな規模の店舗では費用対効果が見込めるため電子薬歴システムを導入したが、

小さな店舗ではとても費用が見合わないので保留している。厚生労働省の規制にできるだけ

対応していかないと営業ができなくなってしまうので、経営的には法規制の対応に遅れずつ

いていくことが求められている。 
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【業務革新と情報化】 7 

ソフトウェアの一元管理とリスク管理を重視 

 

企業概要 

企 業 名：宝田電産株式会社 

   代 表 者：石田 貴志 

   従業員数：90 名（正社員 80 名、パート・アルバイト 10 名） 

   資 本 金：1,000 万円 

   設 立 年：1983 年 7 月 

   所 在 地：香川県三豊市財田町財田上 1335-17 

   売 上 高：15 億円 

   業 種：製造業 

   U R L：http://www.takarada-net.co.jp/ 

事業概要：各種配電盤、制御盤製作及び現地調整、印刷物の欠点検査用搬送装置製作及

び現地調整、貴重品管理システム製作及び現地調整、産業用ロボット部品製作・

据付工事及び搬送システムの保守 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1940 年 1 月  石田金属工業所を創立 

1950 年 12 月  石田金属工業株式会社（現・石田エンジニアリング株式会社）を設立 

1980 年 2 月  石田金属工業株式会社丸亀出張所を開設 

1981 年 1 月  財田町（現・三豊市）丸谷工業団地に工場進出 

1981 年 2 月  石田金属工業株式会社丸亀出張所を統合し、財田工場として発足 

1983 年 7 月  石田金属工業株式会社より分離独立、宝田電産株式会社となる 

 

大阪で板金プレス加工の石田金属工業株式会社(現:石田エンジニアリング株式会社)を

1940年に創業した。その取引先であった三菱電機株式会社（以下三菱電機(株)）の配電盤関

係の製品群が神戸から丸亀に移転して、それに伴い同社も 1980 年に同地に工場を新設した。

1983 年 7 月に石田金属工業(株)から分離独立して宝田電産株式会社となる。ベースは配電

盤関係の設計と組立て最終製品化で、部品加工は外部業者に委託している。三菱電機株式

会社 受配電システム製作所の配電盤の設計製作と現地調整を請け負っている。2001年、ユ

ニ・チャーム株式会社（以下ユニ・チャーム(株)）との取引を開始、工場の設備機械制御電源

関係を担当し、この二つが大きな売り上げを占めている。その他は株式会社ヒューテック・株

式会社石垣などの地元関係の企業となっている。6割が三菱電機(株)との取引が占めている。

自社製品としては、三菱電機ビルテクノサービス株式会社からの依頼でマスターキーの管理
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BOX を自社開発した。これが展開して香川県警などの重要備品管理 BOX に発展している。

その他、いくつか製品を開発しているが、最近は、ものづくり補助金などの適用を受けている。

直近では、ユニ・チャーム(株)からの依頼で中国上海に合弁会社を設立した。 

⑵会社方針 

人材力・・・同社にとっての最大の財産であり、強みは「人財」であります。 

技術力・・・長年にわたり築き上げてきた技術の一層の向上を目指します。 

社会貢献・・より良い技術を提供することにより、社会に貢献いたします。 

⑶経営環境 

三菱電機(株)の一次下請けで配電盤関係を主力としている。近年は取引先を広げ、自社

製品を開発するなど経営的には安定している。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

ソフトウェアの一元管理とリスク管理を重視している。同社で使用している株式会社エクスの

「電脳工場」のソースコードはオープンなので自分たちでやろうと思えば開発も可能である。以

前は独自にカスタマイズしていたが、設計のドキュメントなどがきちんと管理できていなかった

ため、メンテナンスしようと思った時にまったくわからない状態になってしまった。今回を契機に

すべて「電脳」の開発元ソフト会社に開発と設計ドキュメントを一元管理してもらうように変更し

た。また、今回は Windows7 に入れ替えざるを得なかったが、その対応も自社でやると本当に

機械が動くのか、上がってくるデータが間違っていないか不安があった。会社としてリスク管理

の一環でソフトウェア管理を移管した。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯 

現行システムが更新の時期を迎えたことがきっかけ。同時に PC の OS(XP 問題)の対応も

必要となり、システム全体を見直すことになった。 

㋑システム概要 

昨年、独立行政法人中小企業基盤整備機構四国本部（以下中小機構）の専門家派遣

でアドバイスを受けつつ、ものづくり補助金も活用しながら、生産管理の基幹システムを更

新した。基幹システムソフトは株式会社エクス製で、それに付随したパッケージソフトを活用

しているがカスタマイズ部分も多い。流れとしては顧客から引き合いがあると過去のデータ

から引き出して見積書に連動させる、納期から各工程、設計も含めてその中にはめこむ形

で作成する。営業管理、顧客管理、工程管理、原料発注、納品まで統合的に処理できてい

る。 

経理、人事、給与については勘定奉行を使っていてデータ連携している。グループウェ

アはサイボウズを採用し、予定表などを主に活用している。海外とのメールはサイボウズで

は文字化けするので、無料のメールソフト(サンダーバード)を活用している。管理しながら必
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要な人だけに配布している。オフィスソフトは顧客との連携の都合があって利用している。

「電脳工場」のデータベースからテキストで落として、Excel 等で再集計するなど、自分たち

で使いやすいように加工している。すべて基幹システムでやるとコストが掛かってしまうため

である。 

㋒導入の体制 

取締役工場長が実質的なリーダーとなり、社内各部署から担当者を集めて業務と並行で

プロジェクト運営をした。毎月 2 回程度ミーティングを実施した。 

㋓導入にあたっての制約事項 

一番困ったのは、PC は何でも自動的にできる機械であると思っている社員が多かったこ

とである。インプットをきちんとしなければアウトプットが出ないという事を全員に認識させる

のが大変であった。作業として PC を使ってはいるが、裏で動いている仕組みを想像できな

いのである。システム開発後の試用期間で要望が出なかったが、本番に入ってからあれこ

れ注文が出てきて困った。帳票のイメージが少しでも違うと、変えてほしいと言ってくる。大

手の場合はプロジェクトを組んでやるのであまり問題はないのかもしれないが、中小の場合

は全員兼務でルーチンをこなしながら進めるので大変であった。 

㋔具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

解決策としては良く話し合う、納得させることが必要である。今回は月に 2 回ほど、話し合

いの機会を勤務時間中に確保した。また、専門家派遣を中小機構から受けていたので、ア

ドバイスが役立った。リーダーシップとしては調整型で進め、最後の仕様決定だけは線引き

をトップダウンで決めた。 

㋕導入の成果 

情報が見えやすくなった。管理面も工程間の連携もでき、売上との連動も見えるようにな

った。効果としては、生産工程が短縮された。データが見えるようになったので、トラブルの

要因がつかみやすくなった。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

基幹システムが更新の時期を迎えて、システムを知っている人がいなくなってしまうリスク

対策が出発点。基幹システム更新の前から専門家の支援を受けていたため、その時から将

来像を検討することができた。評価としては成功である。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

当面は新システム運用の定着とそれに伴うシステムの微修正を予定している。 

 

3.公的支援機関の支援の内容と期待 

支援を受けていた公益財団法人かがわ産業支援財団の登録専門家は中小機構の登録専門

家でもあったため、活用できる支援先として中小機構を紹介された。中小機構の専門家派遣は

継続していて、その中でものづくり補助金の紹介を受けた。IT 関係は中小機構という使い分けを

している。ものづくり補助金と専門家派遣を受けたが、必要な支援だったと評価している。 
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【業務革新と情報化】 8 

IT のプロは自社システム構築に無料ツールを積極的に活用 

 

企業概要 

企 業 名：有限会社アイシーランド・マツノ 

   代 表 者：松野 晴比古 

   従業員数：5 名（正社員 4 名、パート・アルバイト 1 名） 

   資 本 金：500 万円 

   設 立 年：1980 年 6 月 

   所 在 地：徳島県阿波市土成町吉田字御所屋敷ノ弐 20 番地 

   売 上 高：8,000 万円 

   業 種：サービス業 

   U R L：http://www.ic-matsuno.co.jp/ 

事業概要：パソコンと周辺機器の販売保守、OA 用品販売、ソフトウェア開発、 

Web サイト作成、パソコン教室運営、パソコン講習業務 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1980 年 有限会社アイシーランド・マツノ設立 

1980 年 統計処理型音声認識ボード開発 

1989 年 音声認識ソフト『音感』開発、販売 

1991 年 パソコンキャッシュレジスター『ハイ奥さん』開発、販売 

1998 年 町立図書館の図書管理システム開発 

2000 年 公益財団法人とくしま産業振興機構主催の新商品開発支援型共同研究事業にて     

徳島県立工業技術センターさまと「ビジネスインターネットサーバの開発と商品化」

で共同研究 

2003 年 総務省ｅまちづくり交付金を受け土成町の農家のポータルサイト 

      「となりのはたけ」を開発 

⑵会社方針 

「同社は、1980 年 6 月の設立以来、常にユーザー様の立場に立ち何がお客様の役に立

ち、何が今必要なのかを考えお客様と一緒に歩んでまいりました。そして、この考えは今後も

変わることはありません。技術革新の激しい情報社会にあって、常に先進性を保ちながら、

みなさまのお役に立ちたいと思っています。また、人と人とのつながりを大切に、地域に密着

した会社作りを目指しております。」 

⑶経営環境 

     市内で IT専門店は同社しかないこともあり、売上は官公庁関係が多い。内容としてはネット
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ワークやシステム一式などであり、売上の 3～4割を占めている。次に民間企業が約 3割で社

員や個人が顧客である。全体的にソフトウェア開発は減りつつある。業務システムとして 500

～800 万円で一式納品が標準的であるが、PC の値段が徐々に低下してきたのと同時に、オ

ーダーメイドのシステム開発がなくなってきた。昔であればお客 様の考え方も堅いので、自

分たちにあったシステムを作りたいということだったが、若い人が主体になってくるとパッケー

ジに仕事のやり方を合わせて変えていけると考えているようで、不足分は Excel や Access で

作り込むスタイルが増えつつある。既存取引先の清掃会社からはオーダーメイド開発の依頼

があるが、これは業務用パッケージがあまりない業種のためである。 

機器の販売は売上げの 3 割を超える。官公庁向けのハードウェアが多く、保守も引き受け

ている。同社は日本電気株式会社（NEC）の自営保守認定店という資格を持っている。これ

は徳島県内でも持っている業者は少ない。一定の技術力がないと認定されないため、ハード

ルは高い。業務的にはこの資格を持っていないとパーツの供給を受けられないなどがある。

パソコン教室は富士通株式会社（以下富士通(株)）系列である。内容は Microsoft の資格対

策ではなく、独自のテキストがある。シルバー世代対象の良いテキストで、字も大きく分りやす

い。この本だけ欲しいという人もいる。こちらの事業も、講師に対する富士通(株)の試験があ

る。同社は技術力が強みである。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

データの共有化がテーマ。お客様向けにはシステムを作るが、自社システムにはお金をか

けたくないと考えている。安くてペーパーレスを目指している。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯 

最近は新規に社内システムを入れることはない。問題なのはデータ入力をしないといけ

ないこと。なかなか入力をしていないので、効果が出ていない。 

㋑システム概要 

無料ソフトの Google カレンダー、Dropbox、Evernote 等。販売管理などはピー・シー・エ

ー株式会社（以下 PCA）に統一。経理は自社内で 90%完結、給与も自社処理している。ク

ラウドは載せるデータを選んでいる。PCA で在庫や原価を出先から見たいという要望があ

るが、セキュリテイ上制限している。業務の性質上、特別に認めている人がいるが全社的

にはどうするのか悩んでいる。 

㋒導入の体制 

IT 事業者のため社員全員が担当できる。 

㋓導入にあたっての制約事項 

予算についてはお客さんに提供する場合には大きな制約となる。自社は IT 事業者とし

て、ある程度安全性なども考慮して導入している。 
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㋔具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

解決策はメーカーとの信頼関係を築きデモ版を提供してもらう、アンケートの引き受け手

になる、試験運用の話を持ちかける、工業技術センターの補助金を活用するなど。ただし、

以前の補助金は 100 万円程度あったが、最近は 10 万円くらいに下がっている。 

㋕導入の成果 

コスト重視であるが、当初想定した効果は出ている。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

PCAのパッケージは割り切って使っている。不足している部分があっても、そういうものと

して使っているので特に問題はない。自分達の仕事を変えて合わせている。それでも不足

する機能は、Excel、Access などで補っている。販売するシステムも同じ考えで提供してい

る。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

物販ではなく、サービスを売るという考え方で今後展開を考えている。別のタイプの店を作

ることも選択肢としてある。一人のお客様と長いおつきあいをしていく商売をしていきたい。 

 

3.公的支援機関の支援の内容と期待 

工業技術センターを中心に各種の補助金を活用している。よろず支援拠点での経営相談で

は、相談に行ったところ当社の技術力と実績を評価され、ホームページを作る仕事を受注する

きっかけとなった。その後顧客管理システムなども提供した。また、商工会から案件の紹介もあ

った。 

セミナーは Microsoft、NEC、富士通(株)などの主催でよく参加している。商工会や信用金庫

が講師を呼んで様々な講演を企画しているが、これにもよく参加している。支援機関には、身

近な感じを出してもらえるとよいのではないか。 
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【業務革新と情報化】 9 

社内システムエンジニアの部長が IT 開発・運用のすべてを仕切る 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社和合 

   代 表 者：清水 大輔 

   従業員数：50 名（正社員 28 名、パート・アルバイト 22 名） 

   資 本 金：3,750 万円 

   設 立 年：1971 年 3 月 

   所 在 地：徳島県徳島市問屋町 115 番地 

   売 上 高：32 億円 和合グループ 

   業 種：卸売業 

   U R L：http://www.wago-inc.co.jp/ 

事業概要：繊維製品の販売及び企画・製造(レッグニット、インナーウエア) 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1951 年 和合足袋株式会社の徳島販売所として創業  

1971 年 株式会社和合として法人設立。 問屋町（徳島繊維御団地）に本社を移す。 

1981 年 資本金を 3,750 万円に増資。 全国優良企業として中小企業庁長官賞受賞。 

1989 年 靴下専門店を出店。（現 高知／帯屋町商店街） 

1990 年～1995 年 おしゃれくつ下の店「花子」FC 店を順次全国展開。 

1997 年 物流合理化のため、流通センター（3,465m²）を東問屋町に建築。 

1998 年 イントラネットによる「花子」受注システムが稼動。 

2000 年 自社インターネットサーバーを導入。 

2001 年 全国拡販の拠点として大阪事務所を開設。 

2002 年 店舗開発及び人材育成を目的として株式会社花子本部を法人設立。 

2003 年 Web 受注システムの稼動。 

2006 年 本社機能集約化のため、新本社ビル（1,485m²）を問屋町に建築。 

2008 年 業務改善の目的のため、基幹システムのリプレースを行う。 

2012 年 おしゃれくつ下の店「花子」事業を分社化し、株式会社花子を法人設立。 

⑵会社方針 

共感型営業で社会に貢献 

「共感・共生」これが私たちの企業理念です。お客様と共に考え、新しい取組みや実績

の積み重ねにより常に進化していく。 
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共感ネットワーク宣言 

企業理念の基本である「共に生きる」にファッション力や創造力などを加え和合は「共に

感じる」＝共感のネットワーク企業であることをスローガンとしています。 

⑶経営環境 

もともと株式会社和合として一つだったが、レッグニットフランチャイズの事業を分社化して、

現在は和合グループとしている。IT は和合本社一か所で管理している。株式会社和合(卸)と

小売りの 2 社だが、売上は 50:50 くらいの比率である。小売りの方は直営とフランチャイズ。

直営店の店長は社員を派遣し、現地でパート採用している。 

和合は製品の自社企画開発・卸売で全国の小売店に納入している。製造は協力工場に

委託している。フランチャイズの「花子」本部はメーカーから仕入れて小売する業態である。

和合は従来型の衣料品店に卸すが、「花子」は靴下専門店であるため商品構成が異なる。

業界としてはアパレルというより雑貨に近いものとなっている。インナーや靴下は秋冬がピー

クで、業界は競争が激しい。競合はメーカーになる。同社商品は低価格帯で、他にないよう

なものを作っている。隙間商品なので、機能性なのか、デザイン性なのか、その他なのかは、

他社の動向によって毎年変わる。臨機応変な製品企画を行っている。価格メリットを訴求す

ることや、小売店が利益を取れるような商品を提供することを心がけている。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

分社化、分散化、多業種運営だが、システムは一つで管理している。同じパッケージを二

重化しながら動かしている。それぞれ特性があるので、今後は「花子」本部のシステムをもう

少し小売り向けに変えていきたいと思っている。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯 

最近は「花子」の新しいパッケージをテスト運用中である。レジに組み込まれて販売管理

が動く仕組みである。 

㋑システム概要 

システムの全体像は、核になるのが販売管理システムであり、その外側に店からインタ

ーネットから発注してもらう Web システムがつながっている。取引先や「花子」も対象である。

それと並列して、同社からメーカー各社に発注する EDI(電子データ交換)のシステムがあ

る。また、同様にPOSからデータを集信するシステムがある。これらが販売管理にデータが

つながっている。また、この間に各取引先用に個別のフォーマット EDI 変換システムがいく

つか動いている。在庫管理は販売管理の中に含まれている。会計や給与などはデータで

は受け渡ししておらず、別のパッケージソフトで対応している。勤怠はタイムカードを本部

に集めて、PCA 給与に入力している。経理は株式会社 TKC のパッケージを活用しており、
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同社で入力後に税理士にチェックしてもらう流れである。それぞれの店舗では、経費まで

含めて店舗ごとに入力しているので、個別に損益がわかる仕組みになっている。無料ソフ

トのリモートツールを使って各拠点を管理している。 

㋒導入の体制 

開発は部長ひとりで対応している。パッケージのカスタマイズは開発元にお願いして、フ
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㋓導入にあたっての制約事項 

新しい製品情報や同業者の活用事例があまり収集できていない。現在はインターネット

で調べて、資料請求して営業に話を聞くスタイルである。特にシステムの中身についてど

れだけ情報を得られるか、メーカー側も営業だけでなく SE が同行してもらえるか、運用保

守のために高松や徳島に SE が常駐してサポートできるか、が選定ポイントとなる。同社基

幹システムについてはサポート拠点が徳島にあるので助かっている。 

予算が不足した場合は経営者に相談している。システムの内容を SEの視点で精査した

後に話を持っていくので、無駄な部分はすべて削っている状態である。したがって、あとは

必要かどうかの判断になる。同社の経営者はこの辺りについて理解がある。 

㋔具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

製品情報については、営業担当者とどれだけ人間関係を作れるかによる。オペレーショ

ンについては社内教育をしており、キーマンに対応してもらっている。30 代中心の若いス

タッフが多く、適応力があり理解が早いことが幸いしている。 

㋕導入の成果 

導入成果については、具体的には数字では把握していない。現場の役に立ったか?売

り上げが少しでも上がったか?という観点で総合的に見ている。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

現在の新 POS システムは順調に進んでいる。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

機能的には今のシステムをバージョンアップしていく方向である。また、社内的な情報共有

のシステムをもう少し追加したいと考えている。PC の持ち出しが増えてきたので、モバイル対

応が必要である。小売部門はタブレットで発注したいという要望があるので検討したいと考え

ている。 
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【業務革新と情報化】 10 

情報化で管理データを見える化、業績向上を目指す 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社ひびき野 

   代 表 者：養田 博美 

   従業員数：約 70 名 

   資 本 金：305 万円 

   設 立 年：2002 年 

   所 在 地：群馬県渋川市伊香保町伊香保 403-125 

   業 種：旅館 

   U R L：http://www.j-hibikino.com 

事業概要： 

・観光温泉旅館で客室数 62 室、収容人数 240 人の中規模観光旅館である。 

・若年から中高年までの年齢層、個人やファミリー、団体と幅広い客層をもつ温泉旅館。 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

2002 年 7 月  有限会社清香堂の代表取締役社長である養田博美を女将として「如心の里

ひびき野」がスタートした。 

2012 年 10 月  有限会社清香堂を株式会社ひびき野に組織変更した。 

⑵会社方針 

    当館は創業以来『如心の里ひびき野』を屋号として掲げ、また経営理念として運営してきた。

『如心』とは、織田有楽斎の国宝の茶室「如庵」より一字をいただき、そのままの飾らない心 

でおいでいただき、無の刻を過ごしていただきたい、『ひびき野』とは、声 音 なくして、心の 

様相が伝わり、感銘できる宿主でありたい、という思いをこめて、命名した。 

そして、日本旅館ならではの伝統と、人と人とのふれあいを大切にしていきながら経営をし

ている宿である。 

⑶経営環境 

伊香保温泉は、草津温泉、水上温泉、四万温泉とともに、全国的な知名度を有する群馬

県を代表する温泉地である。周辺に「県立伊香保森林公園」や「榛名高原」など自然豊かな

ところで、標高 700m の地に広がり、避暑や保養に適した湯の町である。 

1980 年代に石段の大改修（1980～85 年）や公共温泉の落成(1981 年)で日帰り観光客が

増加し、1989 年には入込客数が年間 250 万人を突破、1995 年まで続いた。しかし、1996 年

以降、入込客数と宿泊数は減少し始め、2004 年の温泉偽装問題の時期には、入込客数は

157 万人弱にまで落ち込んだ。その後は、徐々に回復傾向にあるが、全体としては観光客数
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の減少傾向が続いている。 

旅館数は、1983年には63軒あったが、その後、観光客数の減少に伴い、旅館数も減少に

転じ、2010 年には 53 軒にまで減少している。 

バブル経済崩壊以降、旅行形態は「団体旅行」から「個人旅行」への市場変化、さらに熟

年層、家族層などのライフステージや、旅行者個々人の嗜好、価値観が多様化しており、

個々の旅館の戦略もマーケットの見極めとそれに対応した体制づくりが業績の良否を分ける

ものとなる。 

⑷2002 年 7 月にスタートした温泉旅館 

同旅館は、既存の高級温泉旅館をリニューアルし、2002 年（H14）7 月に女将の養田博美

代表取締役社長が「如心の里ひびき野」としてスタートした温泉旅館である。 

伊香保温泉で最大級の約 15,000 坪の広大な敷地に庭園と本館、離れなどの施設を整備

し、伊香保温泉の「黄金の湯」と新源泉「白銀の湯」の 2 源泉が利用できる旅館として団体旅

行客から家族・カップルをターゲットにしている。 

特約農家に同館限定で育てていただいている野菜や朝取り卵、地産の牛肉や川魚など

旬の美味しい素材にこだわった会席料理も揃えている。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

同旅館の宿泊は、インターネット経由が 20%、首都圏などの送客案内所等経由が 80%と、

ネット申込比率は低い。開業 13 期目にあたり、情報化の重点は、予約管理、会計業績管理、

顧客管理を中心とした管理データの整備と見える化に取組んでいる。特に部屋の稼働率を

いかに上げていくか、それを情報化によるデータに基づいて戦略をとっていく。 

⑵現状システムの概要 

㋐同旅館の３つの情報システム 

同旅館では、主に 3 つの情報システムが稼働し、それぞれが連動して管理されている。

これらの全データが把握されるような体制に整備されたので、社内の情報の共有化が出

来るようになった。 

    ⅰ)予約管理システム 

お客様がインターネットからの宿泊予約（HP、楽天、じゃらん、等）は、「予約管理シス

テム（パッケージソフト）」に自動処理され、リピーターのお客様や電話、営業からの予約

は、「予約台帳」（紙媒体）に記入し、その後に「予約管理システム」に入力する。従って、

予約情報は 2 本立てでの入力になる。 

予約管理システムの予約データに基づいて、宿泊客の宿泊プランごとにチェックし、

宿泊 3 日前に部屋割りを入れる。追加部分は手書きで入力している。 

ⅱ）会計データ 

宿泊者からは、宿泊代金とそれ以外の飲食やサービスを受ける場合があるため、翌
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朝チェックアウトした後に会計システムで会計処理がなされる。予約管理システムと会計

システムに連動し、月末締めで、翌月 1 日に販売チャネル毎の全データが出力される。  

ⅲ）経理システム 

食材の仕入れ、クリーニングなどの経費の支払いは 10 日が支払日になっているので、

「経理システム」に入力し、支払締切日に損益計算が算出できる。 

上記の全データをフリーソフトの CVS（Concurrent Versions System）で落とせるように

してある。そのため、どのような視点でも加工・分析が可能である。 

㋑情報化の推進 

情報化にあたって、管理システムの整備と管理データの見える化に取組み、毎月、責任

者会議を開催し、月次実績データ等をもとに、実績表と目標達成度をオープン化し、改善

策や次なる改革に向けての対策を検討・実行している。 

㋒管理データを見える化 

同旅館では、月次決算を締めると、各種データを分析し、実績と成果を「見える化」して

いる。 

また、旅館の顧客評価の点数は、絶えずチェックをし、他の旅館やホテルとの比較検討

をしている。組織的には、毎月 1 回、CS ミーティングを実施し、お客様からのアンケートを

関係部署で情報共有し、対処している。 

⑶社内で管理データの共有化と各部署への浸透と行動 

㋐毎月 1 回、責任者会議の開催 

毎月1回、15日前後に月次実績データをもとに、責任者会議を開催する。ここでは各種

の実績データと目標数値を比較し、達成度などを共有して、改善する点や次なる改革など

を検討している。同時に、取引金融機関には月次試算表データを提出して同社の経営状

況をオープンにしている。 

㋑予約状況表を見える化 

毎週土曜日を定点観測日として、現在の月以降 3 ケ月分の予約状況表をボードに貼り

付け、全員が予約状況を把握できるようにしている。例えば、11 月であれば、該当土曜日

の前日までの実績とそれ以降の予約状況、12 月の予約状況、1 月の予約状況を数値とグ

ラフで表し、目標達成度合いなどを“見える化”している。 

㋒データ整理と検索が円滑化 

従来、管理データが欲しいときには、その資料を探し出すまでに時間がかかっていた。

それを、現在数十冊のファイルにして棚に並べてあるので、いつでもだれでも必要なとき

には取り出せ、ムダ、ムリな時間が排除されてきている。 

⑷情報システムの成果 

直近 3 年間の業績を比較してみると、対前年比増で順調に業績が上がってきている。 

これをサポートしているのは、予約管理システム、会計データ、経理システムに基づいて、

管理データが整備されてきたことと、そのデータ分析と目標管理システムを上手に機能させ
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てきていることが評価できる。 

例えば、宴会コースの採算性分析や団体の予約状況に応じた柔軟なシフト制と接客シミュ

レーション・システムの構築などが業績向上に結びついている。お客様のプランやニーズに

合わせた、料理の品揃えと出し方、接客要員のシフト制もデータにもとづいて運営している。 

⑸今後の情報化の取組みの方向 

上記のように、予約管理システム、会計データ、経理システムなどは、入力から処理、アウ

トプットまで情報の一元化がされ、予約管理システムと会計データから各種の予定・実績デ

ータを「見える化」して経営管理に生かせるような仕組みづくりがなされている。 

しかし、ネット以外の予約は「予約台帳」からの入力になるなど、二重入力もある。また、予

約管理システムと顧客データベースのリンクがされていない。例えば、お客様が予約されると、

過去の経歴やお客様の好みなどが連動していない。顧客データはあるが、それを検索し、カ

スタマイズができれば、情報活用が有用になってくる。 

さらに、パソコンを操作する社員はいるものの、情報システムを推進していく組織体制を確

立していくことが、今後の課題である。 

従って、将来、予約管理システムでお客様からの予約から部屋割り、決済、顧客管理まで

一元化に取組み、全社的に情報共有できるシステムの構築が望まれる。また、お客様のニー

ズや要望、経歴などの管理体制の整備も必要である。 

⑹公的支援機関の支援の内容と期待 

㋐人材確保の支援 

総じて言えることであるが旅館業界は、求人をしても人が集まらないのが現状である。人

材確保への支援が欲しい。 

㋑災害などの融資制度または助成措置 

大雪など災害があった際に、農業等の他業界と同様に、災害時などへの助成制度を期

待する。 
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【業務革新と情報化】 11 

営業から制作・印刷、業務の情報の共有化と一元化を強化 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社仙台紙工印刷 

   代 表 者：庄子 顕志 

   従業員数：28名（正社員 28名） 

   資 本 金：500万円 

   設 立 年：1952年 2月 

   所 在 地：宮城県仙台市宮城野区苦竹 3丁目 1-14 

   売 上 高：約 3億円 

   業 種：印刷業 

   U R L：http://www.sendai-shiko.jp/ 

事業概要： 

官公庁、学校等の教育機関、通信等県内約 600事業所を取引先として、グラフィックデザイ

ン、各種媒体のデザイン・企画制作、商業印刷物の印刷、情報提供としての企画・立案・制作、

出版物の企画・立案・制作、広告宣伝の代理業および販売、インターネット情報処理サービス

業(ホームページ作成)、情報媒体の企画・立案・制作を行っている。 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1952年 2月  初代社長庄子弁之介が仙台紙工印刷株式会社（資本金 50万円）を設立 

1972年 10月 株式会社仙台紙工に改称。庄子頴夫氏が代表取締役に就任 

1996年     本社・工場を現在地に移転 

2004年 10月 庄子頴志氏が代表取締役に就任 

⑵会社方針 

多種多様なメディア媒体が溢れる現在、従来と同じ方法での企画展開では、差別化が難し

くなってきている。既存の発想を 180°逆転させてみたり、まったくちがう角度から媒体特性を

とらえてみたりすることが大切である。同社の方針は、柔軟な思考回路で企画・制作することで

ある。 

⑶経営環境と事業概要 

㋐紙媒体以外の情報手段が多様化し、印刷需要が縮小傾向 

印刷・同関連産業の製品出荷額は、1990 年代初めから低迷し、印刷物に対する需要量

の伸び悩み、受注単価の下落が顕在化してきている。こうした厳しい受注環境の中で、事

業所数は加速的に減少している。同時に、DPT・CTP などプレプレス工程のデジタル化技

術の普及、合理化・効率化の進展により、製版～製本・印刷物加工の一元化の動きが加速
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している。このように情報化の進展に伴い、紙媒体以外の情報手段が多様化しているため、

印刷需要は縮小の傾向にある。 

しかし、印刷物のメリットは受け手側の五感に訴えられることや一度印刷したものは簡単

に直すことが出来ないなど、デジタル化が進んでも印刷物の良さも再評価されると予測され

る。このため、同社では、プライバシーマークの取得等により企業イメージの向上を図り、受

注拡大を図っていく取組みがなされている。 

㋑創業 62年、地域に密着した印刷会社として発展 

同社は、「印刷文化を土台とし、メディアの持つ可能性や創造性を提案し、その影響力を

自覚し、責任と情熱を持ってお客様と豊かな関係を築いていく」ことを基本理念として、クラ

フトマンシップにもとづき、お客様の求める印刷に関して期待以上のものを追求、提案し、

感動を与えていくことを心掛け、地域の印刷需要に対応してきている。 

創業は、1952 年（S27）2 月で、創業者庄子弁之助氏が仙台紙工印刷株式会社（資本金

50万円）を設立し、紙製品加工・活版印刷を主として仙台市小田原 2丁目にて営業を開始

した。1972 年（S47）10 月には、株式会社仙台紙工印刷と改称、オフセット印刷部門を新設

や製版部門（製版カメラ・製版焼付機等）増設により自社で版下ができるようになり、受注先

が多岐にわたるようになった。さらに DTP の普及により、デザイン部門に Mac（マッキントッ

シュ）を導入した。1980 年代から 1990 年代にかけて、印刷業界のデジタル化の波に乗り、

CTP を導入し、1995 年に企画・インターネットデザイン部門を設け、1997 年に現在の拠点

である新工場に移転し、事務所と工場に一体化が図られた。 

2000 年代に入り、オンデマンド印刷機、電子ブック等を導入、商業印刷から名刺まで自

社内で生産体制を整えてきている。デジタル化に対応し、自動カラーマッチングシステムを

導入し、印刷後のカラーに関するトラブルを解消している。 
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ところが、営業による受注先への見積書の作成、受注入力、作業指示書、納品書（受領書）

作成などが、2 つのシステムと Excel で管理しているため、重複入力が発生している。さらに、

作業指示書が原稿とともに紙媒体で営業から制作、製造に渡されていくため、作業進捗状況

が即座に確認できない状況にある。 

そのため、各部署での情報の一元化を図り、受注・見積りから作業指示、作業進捗、売上・

請求・納品まで一気通貫したシステムを構築していくことが当面の情報化の狙いである。 

 ⑵見積りなどの重複入力とシステムの互換性が乏しい 

同社の情報システムは、受注から見積り、作業指示書などは、印刷ソフト「印刷管太郎」で

処理し、売上入力・納品書（受領書）は「商魂」のパッケージソフト、それ以外に Excel管理でも
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行っている。そのため、受注の見積りの二度打ちや受注から納品に至るまでの一貫した作業

が、各部門において整理されていない状況にあり、印刷管太郎と商魂ソフトの 2 つのシステム

に互換性がない。 

また、社外の営業先から営業マンが見積り及び受注処理が行えず、事務所に戻って PC に

入力しないと見積書作成、受注入力ができない状況にある。 

⑶公的機関の専門家派遣制度を活用し、情報システムの見直し 

これらの情報化の課題を解消し、社内情報の一元化をするために、公益財団法人みやぎ

産業振興機構の専門家派遣制度などを活用した。 

2013年 2月から 2014年 3月にかけて専門家を交えて、業務フローの分析と現状の業務及

びシステムの問題点を把握し、新システム導入に向けての改善策を検討した。その後、新シス

テムとしてのパッケージソフト等の比較を行って、同社のシステムに適用できるかどうかを検討

した。 

   現状の業務フローと情報化の問題点として、以下の点が指摘された。 

㋐営業先から受注した物件の見積り及び受注処理が行えない。 

㋑見積書の作成手順が統一化されていない。 

㋒作業指示書作成、受注入力、顧客名簿作成等は、2 つのシステム（印刷管太郎ソフトと

PCA商魂ソフト）と Excelで管理し、重複入力が発生している。 

㋓作業指示書は、原稿と共に紙媒体で営業から制作、製造に渡され、制作や製造に確認

しないと、作業の進捗が確認できない。 

㋔納品書(受領書)作成と売上入力を 2つのシステム(上記と同様)で管理している。 

㋕取引履歴の照会が売上のみの情報しかない。 

㋖これらの問題点を改善し、新システムに移行するためには、各部署で既存のシステムの

運用と新システムの導入の二重作業が発生する。社員の新システム導入への意識改革

が不可欠である。 

 ⑷新システムの導入と予想される成果 
同社は、新システムを 2014年 11月に導入した。本格的な運用までには時間を要するので、

導入後の予想される成果は次のようなものがあげられる。 

㋐情報化の現状と問題点を明確にし、既存システムの運用上の課題や新システム導入に

ついて、公的支援機関及び IT 専門家からのアドバイスを受け、同社の現状に適合して

新システムの導入が図られた。なお、「宮城県復興企業相談助言事業」（無料）を 8 回、

「専門家派遣事業」（1/3負担）を 3回の支援を受けている 

㋑既存の 2 つのシステムと新システムの統合化により、見積書の重複入力が解消、また営

業も受注先から見積書が作成できるなど、業務の効率化が図れる。 

㋒顧客管理データベースの一元化により経費削減と機動的な営業に繋がることで、受注の

拡大が見込める。 

㋓各部門から作業に進捗状況が見える化でき、工程管理が円滑化する。 
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【業務革新と情報化】 12 

クラウドサービスを機動的に活用し工務店経営の効率化を目指す 

 

企業概要 

企 業 名：有限会社水戸工務店 

   代 表 者：小林 弘典 

   従業員数：１５名（正社員 14名、非常勤 1名） 

   資 本 金：2,000万円 

   設 立 年：1967年 小林建築として創業、1984年 有限会社水戸工務店設立 

   所 在 地：千葉県柏市布施 647-2 

   売 上 高：4億円（2013年） 

   業 種：工務店 

   U R L：http://mitok.jp 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1967年 小林良三(前社長)、小林建築として創業 

1971年 水戸工務店に変更 

1984年 有限会社水戸工務店として設立 

1992年 千葉、埼玉県で他に先駆けて完全外断熱の家を手掛ける 

2009 年 国土交通省の平成 20 年度地域住宅モデル普及推進事業に応募、国産材１００％

利用した新換気 SA-SHEの家として採択 

2010年 新換気 SA‐SHE、地域住宅モデル普及推進事業の家」完成 

⑵会社方針 

現会長（創業者）のお客様へ「いい家づくり」を提供することを理念に、一本一本の木の個

性を生かした木造建築を手掛けて約 50 年の工務店である。1992 年に他社に先駆けて外断

熱二重通気工法ソーラーサーキットに取組み、以来、ペアガラス、計画換気工法など、“家の

快適性”を高める創意と工夫に取組んでいる。 

2009 年度には、「国土交通省の地域住宅モデル普及推進事業」に、同社が取組んできた

「新換気 SA-SHEの家」が採択され、“住み心地”を追求した木造の家づくりに挑戦している。

また、伝統的な木造軸組住宅の良さを活かした住まいづくりを推進するために、2003 年度か

ら国土交通省の支援プロジェクトとして始まった「大工育成塾」に参画し、若い大工人材を育

成する体制にも力を注がれている。育成塾の塾生には、同社の「日本の大工の伝統的な墨

付け、刻み、造作などの技術を、是非とも次世代に継承していかなくてはならない」という熱

い思いをこめて現場で実践的な教育がなされている。 
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2.情報化の概要 
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同社のお客様は、千葉、東京、埼玉など、概ね 1 時間内を商圏としている。そのため、事

務所と現場に出掛けている社員間や社員同士での、お互いの連絡は LINE を使っている。
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Facebookでメッセージを発信することもあるが、LINEによる情報交換がほとんどである。現場

写真を送付したり、現場で分からないことなどは LINE を活用してやりとりをしている。現時点

で社員個々の LINEを使っているが、「今後、会社としてはサーバーを準備して写真のアップ

などができる体制を構築したい」と社長は言う。 

⑷設計図面のデータベース化を推進 

お客様の注文住宅の設計図面は、紙媒体で利用・保管しているが、2009 年からデータベ

ース化し外部サーバーで長期保存を行っている。サーバーで保管するため、容量の心配は

なく、30 年以上の保存を目指す計画をもっている。注文住宅のため、同一様式の注文がくる

ことはほとんどないし、リフォーム工事があっても少ないが、「設計図面データの長期保存は、

施工業者としての責任である」と小林社長は強調する。同社の建築した住宅に施工履歴や

変更内容、配線配管などが分かるようにデータベース化を目指している。 

また、建築現場で、不具合があった際には、設計図面をチェックしているが、インターネット

上で設計図面のアップデートはしていない。将来、工事現場が多くなれば、図面を現場から

アップデートする必要性も高まる可能性もある。 

⑸工事の進捗管理は現場監督の指揮下でチェック 

同社では、大工 10 名、全員が社員である。3 グループに分け、それぞれの現場の進捗状

況に合わせて人員の配置を臨機応変に組み替えている。建築工事の進捗管理は、年間の

棟数が多くないので、現場監督が日々チェックしている。他の工務店では、請負制で外部の

大工に仕事を一括依頼するケースも多いが、同社は全員社員であることから工事の進捗や

現場でのトラブルは、即座に対応できる。この点も同社の強みとなっている。現状では進捗

管理が的確に行われているが、今後は、当日の施工前と施工後の写真などをネット上でアッ

プデートしていくことも検討している。 

⑹業績管理や納期管理も迅速化 

注文住宅の業績管理は、従前はどんぶり勘定で新築住宅が竣工し、お客様に引き渡しが

終わらないと正確な採算性が分からなかったが、現在は、月毎に締め、見積り書(予算)と実

績データを比較し、翌月にチェックができる体制になっている。ハウスメーカーは画一化した

部材を使用するので、標準工事単価（㎡当り金額）で予算管理ができるが、注文住宅の場合、

お客様からのきめ細かな要望を盛り込むため、標準原価による管理より工事毎にチェックし

ていくことが適正な管理となる。「家を売る」と「家を作る」ことは、発想が全く異なり、原価構成

も大きく違っている。 

手作り木造の家づくりは、天然木材を使用し、一品ものもあり、それは実際の目で見ないと

銘木の質や使うどころが分からないのが現状である。しかも、木材市場のセリで調達すること

や購入後も一定期間寝かせておくことも必要である。天然木材の査定は、長年の経験と勘が

不可欠で、それが同社の差別化の１つとなる。 

納期管理は、FAX を利用していることが多い。工業製品のように品質が同じにならない材

料のため、現場で目視が中心となる。 
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⑺今後の情報利活用の方向 

住宅生産プロセス管理支援協議会（事務局：一般社団法人住宅保証機構）の「工務店の

支援システム」モニタリング調査結果によると、支援システムの導入の動機は、「データの一

元化の期待」「個別の業務の合理化に期待」が多い。また、システム導入により合理化を期待

している業務は、「顧客・物件情報管理」「積算・見積管理」「工程管理」の 3 つが 6 割を超え

ている。 

表 1 システム導入の理由(複数回答) 

 
 
 
 
 
 
 

(出典) 住宅生産プロセス管理支援協議会、平成 16年 6月 25日発表資料 

 

表 2 支援システム導入により、合理化を期待する業務(複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典) 住宅生産プロセス管理支援協議会、平成 16年 6月 25日発表資料 

 

しかし、工務店では、支援システムの機能と業務方法の不一致や互換性の不十分さなど

のシステム側の問題や、システム対応そのものが馴染まない業務内容があること、さらに工務

店がシステム操作を習得していないなどが課題と指摘している。 

同社では、従来から文書作成管理や積算見積り管理などのシステムは早期に導入してい

た。木造の注文住宅は、お客様からの変更が非常に多く、IT 化による業務効率化の必要性

は高いが、受注棟も少なく、データ管理の一元化や社内情報の共有化は様々な試行錯誤を

行ってきている。25 年度から工務店向けクラウドサービスを活用して、複数システムのデータ

の互換性や業務特性にあった柔軟な対応ができるシステムを構築中であり、機動的なシステ
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ムの活用が期待できる。 

例えば、現状は現場で図面を見たいときは FAX などでやり取りしている。事務所と現場で

FAX、電話、コピーなど、結構、手間がかかっている。これをクラウドサービスで最新の図面を

いつでも取り出せることができる体制にもっていく。誰でもできる業務は IT 化で効率化し、創

造的な業務を人がやることが必要である、と言う。ここ 1～2 年、クラウドサービスが飛躍的に

向上し、利用者ニーズにあったクラウドサービスが多数揃ってきている。この半年でもクラウド

は円熟化している、と小林社長は実感を込めて説明された。 

⑻水戸工務店のブランド化の確立をめざす 

同社は、創業約 50 年、地域密着型の手作り木材建築を提供し、顧客満足度の高い工務

店である。今後は、「手作りのぬくもりのある昔ながらの工務店」をウリにし、多くの人が「あの

家は水戸工務店の作った家である」「水戸工務店は手作りの木造住宅」などと言ってもらえる

ようになることがブランド化と考えている。商圏内でも、一部のお客様しか同社の家づくりをご

存知ないのも現状である。そのために、「注文から設計、施工、アフターサービスまでの業務

に中で IT化をしていくところはクラウドサービスを活用して効率化と有効性を求め、お客様か

ら家づくりで求められている要望に時間をかけて対応し、それに応えることができる家づくりを

目指していきたい」と小林社長は今後の抱負を語った。 

表 3 同社の情報化システムの変化 

業務内容 従来 変更 

顧客管理、販売促進 ホームページ 自前で制作 

企画・制作、・更新 

専門業者へ依頼 

デザイン、魅せ方等工夫 

積算・見積簡管理、 

文書作成管理、工程管理 

パッケージソフト活用 クラウドサービス利用 

財務・経理管理 税務事務所（TKC ソフト）  

社内情報 FAX、電話 LINE利用 

設計図面 紙媒体保管 データベース(10年以上保管) 

同社のクラウドの活用 

インターネッ

トデータセン

ター(IDC) 

工事現場① 
当社・工務店

事務所 

協力業者 
お客様

(施主) 

営業 

工事現場② 
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【業務革新と情報化】 13 

従業員の意識改革を進め、情報システムの完全稼動を目指す 

 

企業概要 

企 業 名：北関東自動車工業株式会社 

   代 表 者：森野 菊桜 

   従業員数：35 名 

   資 本 金：2,000 万円 

   設 立 年：1974 年 6 月 

   所 在 地：群馬県伊勢崎市五目牛町 344 

   売 上 高：約 5 億円（2014 年 3 月期） 

   業 種：輸送用機械器具製造業 

   U R L：http://www.kitakantojikou.co.jp/ 

事業概要：トラックボデーの製造販売 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1974 年 6 月  資本金 2,000 万円にて群馬県佐波郡赤堀村に創立 

1974 年 11 月 落成式、披露宴 

1975 年 11 月 自動車精工株式会社と代理店契約 

1986 年 7 月  山田車体と提携し、ウイング製造に着手 

1993 年 8 月  事務所新築 

2005 年 1 月  佐波郡赤堀町が伊勢崎市と合併し、伊勢崎市に住所変更 

2010 年 7 月  CAD システムの導入 

⑵会社方針、経営環境 

関東いすゞ自動車株式会社の子会社として、関東いすゞで販売が決まったトラックの荷台

の設計・製造・組立や車体塗装を中心に、サイドバンパーの組み付け、車体下部の物入れ

の設計・製造・組立なども手掛け、登録できる形まで仕上げる仕事をしている。アルミ枠や冷

凍庫は購入するが、荷台の設計・製造・組立・据付・塗装などは一貫して行っている。塗装だ

けを行う等、一部の業務のみ受注することもある。 

関東いすゞ自体は、いすゞとは資本関係のない完全独立型カーディーラーであるが、従業

員規模・資本金から見て大企業である。社長は関東いすゞから派遣されるが、ここ数年の情

報化などの改革は、同じく関東いすゞから派遣されている経理総務課長並びに営業課長が、

歴代の社長と相談しながら進めてきている。 

ここ数年の主な改善・改革事項を列挙すると以下のようになる。 

①2010 年に CAD システムを導入 
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②2011 年に Web サイトを作成し公開 

③2014年には NTT ドコモからクラウド利用の 8 インチタブレットを借り受け、営業担当の

一人に、テストケースとして活用させている。 

④部品の仕入れ管理システムの導入 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

リーマンショックの際の厳しかった経営状況を省みて、情報化により原価計算などが行える

ようにし、利益管理ができる体制を構築したいと考えている。 

⑵現状システムの概要 

ここでは、上述した改革・改善の中から「④部品の仕入れ管理システムの導入」について

整理することにする。 

㋐導入目的 

経理の効率化をメインに、最終的には部材などの在庫の適正化を行うとともに利益管理

まで行うことができるようにすることを目的に導入した。 

㋑導入にあたっての制約事項 

システムが有効に稼動するには必要なデータの入力が欠かせないが、その入力作業を

行う現場では情報化の必要性とその成果について十分には理解していなかったことが制

約事項であった。 

㋒導入の体制 

社長と経理総務課長の二人である。 

㋓具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

ベンダーと相談し導入した。制約事項の克服には現場の意識改革が求められたが、現

状では意識改革が十分には行われておらず、後述するように、5S の徹底から意識改革を

進めるようにしている。 

㋔システム概要 

富士通の業務用パッケージで、機能的には仕入・出庫・在庫などの一連の機能を有し

ているが、現在は仕入れ業務だけに使っている。 

㋕導入の成果 

紙ベースの伝票が電子化され、仕入に伴う入金処理が効率化されている。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

導入システム全体の機能から考えると、まだ一部の機能しか稼動していない。特に、仕

入時の部材の名称と現場で使っている部材名称とが一致していないため、何が出庫され、

どのように使われているかを明確にすることができていない。その結果、在庫状況が分から

ず、正確な原価管理を行うことができていない。 

現場では在庫の新しい部材を使ったり、支給部材を使ったり、廃材を活用したりしてい
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ることも仕入れと在庫が連動できていない理由となっている。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

情報システムの整備も必要であるが、それを活用しなくてはならないという意識の醸成を先

行させる必要があると考えている。そこで、現在は5Sの推進を図り、その上で情報システムの

導入・活用の必要性を理解してもらい、資材の出庫・在庫管理に結び付けたいとしている。

最終的には個々の業務の利益管理に結実させる計画である。 

 

3.公的支援機関の支援の内容と期待 

補助金による支援の充実を期待したいが、「みなし大企業」となるので中小企業向けについ

ては活用できないと考えている。 
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【業務革新と情報化】 14 

情報化レベルを顧客ニーズに適応させる戦略を採用 

 

企業概要 

企 業 名：菅機械産業株式会社 

   代 表 者：菅 英治 

   従業員数：1１名（事務 3 名、営業８名） 

   資 本 金：2,000 万円 

   設 立 年：1966 年 1 月（創業は 1963 年 9 月） 

   所 在 地：愛媛県松山市南吉田町 2278 番地 1 

   業 種：産業資材の卸・小売業 

   U R L：http://www.kankikai.co.jp/ 

事業概要：産業資材・部品の卸売販売と形鋼用回転機の製造販売を行っている。主な営業

品目は以下の通りである。 

○鉄工機械・工作機械・建設機械・土木機械・電気溶接機 

○エンジンウェルダー・電動工具・エアー工具 

○溶接材料・エアーホース・油圧機器・ベルト・保安器具一式 

○作業工具・季節商品・家電製品・砥石一式・切削工具、測定工具・ツーリング

工具・環境改善機器 

○化学製品（毒物劇物一般販売登録 127 号） 

○モータ・ファン・ポンプ・自動化・制御機器・伝導製品 

○建設荷役機器・OA 事務用機器・住宅機器・資材 

○ホイストクレーン・各種高圧ガス・ガス道具一式 

○形鋼回転機製造・ロボットシステム製造販売 

○産業廃棄物収集運搬業（許可番号 8910102210） 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1963 年 菅酸素商会として創業。高圧ガス販売開始 

1966 年 溶接機材・鉄工機械・その他製品の販売開始 

1971 年 「菅機械産業株式会社」へ社名変更  

1976 年 南予営業所開設 

1978 年 松竹鉄工所「形鋼回転機」を製造販売、開始 

1995 年 松山市南吉田町へ本社移転 

1999 年 株式会社四国製機工業を設立  

2006 年 「ロボトモ」日刊工業新聞主催第３回モノづくり部品大賞奨励賞を受賞  
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2009 年 「小型回転機」松山ブランド新製品コンテスト「NEXT ONE」優秀賞受賞  

2013 年 日本産業・医療ガス協会「容器保安功労賞」受賞 

⑵会社方針 

創業以来、「一、信用と価値 一、目標と達成 一、調和と進歩」を社訓として掲げ、顧客ニ

ーズに合う商品を適正価格で、確実な配送で提供するように努力している。主要顧客は地域

の製造業であるが、小規模企業者が多く、経営者自らが工場現場で作業しているような規模

の企業である。 

Web を用いてネット販売をするような事業者とは販売地域重視の営業で差別化を図って

いくことにしている。具体的には営業エリアを松山市と周辺地域に限り、顧客がそれほど在庫

を持たなくても済むように、注文があったらすぐ対応するようにしている。自社に在庫がない

場合でも地域に事業所のある大手商社から購入し、できるだけ対応している。実際、顧客は

価格のことを口にするものの、やはり必要な時にすぐ対応してもらえることに満足しているの

で、デリバリー面で競争力を維持していくことにしている。 

注文に応じてきめ細かく訪問するとともに、顧客ニーズを製品開発にも活かしている。大き

なデジタルノギスの開発・商品化などは、顧客とのコミュニケーションの賜物であった。歳をと

り視力が落ちてきたため、鋼材の切断などの際、メジャーの目盛りが読みにくいといったこと

を聴きつけ、商品化したものである。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

対象顧客が小規模事業者であり、ネットなどの利用による注文よりも、携帯電話利用による

注文や訪問時の注文が多いことから、Web 上にカタログを掲載して販売する仕組みは取らな

い。 

顧客が同社からの購入履歴を閲覧できる「ミルストック」というサービスを提供しているが、

顧客は消耗品の発注状況から仕事量の変化をみるのに役立てる程度で、Web 注文をするよ

うにはなっていないと判断している。また、ネットやメールを多用すると、営業マンの商品知識

が不十分になるので、できるだけ手作業をさせるようにしていくとの事である。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

販売・在庫・財務管理と販売状況の共有化を目的に情報システムを導入 

㋑導入の体制 

社長が企画し、外部発注でシステムを構築している。 

㋒具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

地元の業者にシステム開発を依頼している。 

Webサイトについては、東京の業者にデザインを含めて最初の立ち上げを依頼したが、

その後のメンテナンスは自社で行っている。 
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㋓システム概要 

販売管理と在庫管理のシステムで、財務管理とは独立している。財務管理はパソコンの

パッケージソフトを用いて行っている。 

事務３人に営業が７人いるが、全員がパソコンを１台ずつ使っている。訪問先で受注し

た場合、営業担当者は電話で事務員に連絡し、入力してもらっている。営業先で入力しな

いのは蓄積データの流出リスクを回避するためである。 

㋔導入の成果 

顧客に「ミルストック」のシステムを提供する等、構築した情報システムを顧客サービスに

も活用したが、コスト削減や売上増大には寄与していないと判断している。 

㋕成功の要因・失敗の要因 

顧客ニーズに合わせ、情報化で効率化すべきところとアナログ的な部分（頻繁な訪問）

とを意識的に分けて推進してきたことがシステムが上手く稼動している要因と考えている。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

(1)で述べたとおり、それほど情報化のレベルをあげる考え方はない。 

 

3.公的支援機関の支援の内容と期待 

金融関連への支援で、優遇税制や補助金に期待している。 
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【業務革新と情報化】 15 

地域ベンダーとして中小企業の情報化に貢献 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社キンキ 

   代 表 者：中山 隆文 

   従業員数：18 名（正社員 17 名、パート・アルバイト 1 名）＋役員 3 名 

   資 本 金：1,800 万円 

   設 立 年：1959 年 11 月 

   所 在 地：熊本県熊本市中央区大江 4-21-3 

   売 上 高：6 億 4,500 万円 

   業 種：事務用機械器具卸売業・小売業 

   U R L：http://www.kinki.co.jp/ 

事業概要：OA 機器・事務機・複合機販売及び保守事業・教育研究機関向け理化学機器計 

測器販売 

 

1.経営方針   

⑴会社経歴 

1959 年 11 月 錦輝理工精器株式会社を資本金 50 万円で設立、業種は計測器理化学機

器の販売修理、本社は熊本市九品寺 

1972 年 6 月 株式会社キンキに社名変更、事務 OA 機器の販売業務を開始 

1983 年 9 月  本社を熊本市大江 4 丁目に移転 事務用品・OA 機器販売の総合商社とし

て業務を開始 

1986 年 1 月 資本金 1,800 万円に増資 

1988 年 1 月 東京浜松町に東京営業所移転 

1989 年 1 月 エプソン保守サービス認定店取得 

1990 年 1 月 NEC 保守サービス認定店取得 

1997 年 7 月 複写機事業部門の開設 

シャープ正規販売代理店・保守サービス認定店取得 

2004 年 10 月 京セラミタジャパンと販売代理店・サービス認定店取得 

2007 年 6 月 ブラザー販売代理店・保守サービス店契約 

2008 年 10 月 再生トナー事業部開設 

2009 年 10 月 キヤノンＭＪと複合機販売代理店契約 

2010 年 1 月 キヤノン複合機保守サービス契約締結 

2012 年 10 月 一般建設業許可 熊本県知事 許可（般－２４）１７３６２号 

2014 年 9 月 中山隆文氏が代表取締役社長に就任 
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⑵会社方針 

崇城大学(旧・熊本工業大学)設立時に、大学の創立者が同社も設立しており、大学に納

品する物品の扱いから始めている。同大学には宇宙システム工学科があることから、かつて

は三菱重工業株式会社から飛行機を購入し納品したこともある商社である。 

このような経緯から教育関連の取扱いが多く、大学と資本関係を整理した後には、熊本県

内教育機関と取引をするようになった。また、熊本には大手メーカーの熊本工場とその下請

企業群の工場も多く、製造ラインのシステム開発なども手がけてきている。 

経営理念は、「我が社は顧客第一の信念に徹し、幅広い商品と多彩なサービス・サポート

を提供し、適正な利潤でもって社員の健康、生活向上を図り社会に貢献する。」ことである。 

開発関連は顧客の希望に沿って行うが、以前より減少しており、年間売り上げの 1 割程度

まで減少している。主にアプリケーションソフトを追加したり削除したりといったことが多く、独

自開発は少ない。しかし、汎用性が高い開発だと将来的な利益に寄与するため、今後は増

やしていきたいと考えているが、人材が十分ではないため、外注利用も行っている。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

ベンダーであるため開発機能があるので、自社の情報化では設計を内部で行い開発は

外注している。ただ、外部に出したくない部分は内製化している。基本的に過剰なシステム

にならないようにしており、自社で受注した案件の開発でもそのような姿勢をとっている。実際、

自社業務で開発したシステムの骨組みを基礎に、顧客からの受注に対応しているものもあ

る。 

⑵現状システムの概要 

システムとしては販売管理、在庫管理、仕入れ管理が基本で、他に人事・給与関連の管

理システムを内部で開発して活用している。これらのシステムはトータルシステムとして統合

化されている。 

 

※中小企業の情報化のポイント 

同社はベンダーなので、導入などに伴う制約事項などについては割愛し、以下に、中小

企業の情報化支援についての考え方を記載する。 

中小企業の情報化については、情報化の流行に惑わされてシステムを購入して使いきれ

ていないことが多い。自社の事業に何が必要なのかを判断してサポートしてくれるような相手

と取組まなくてはいけないと指摘し、当社が、そのような相手となるよう事業に取組んでいると

のことであった。つまり、高いシステムだからいいシステムというのではなく、自社の情報化の

目的に照らし合致しているかで判断すべきだということである。本当にその機能が必要なの

か、実際の業務の中で使う可能性があるのかといったことを検討し導入しなくてはならない。 
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【業務革新と情報化】 16 

ネットワーク整備により「おみやげ」業界から各種業態に展開 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社マツザワ 

 代 表 者：松澤 徹 

 従業員数：500名（正社員 233名、パート・アルバイト 267名） 

 資 本 金：１億円 

 設 立 年：1983年 12月 

 所 在 地：長野県下伊那郡高森町下市田 3123番地 

 売 上 高：128億円（グループ連結 137億円） 

 業 種：おみやげ品の企画・製造・卸売・小売 

 U R L：http://www.matsuzawa.gr.jp/ 

事業概要：おみやげ品の企画・製造・卸売・小売、飲食店経営、 

豆菓子専門店（豆吉本舗本部）運営等。 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1959年 12月 創業 

1960年 6月  有限会社松澤商店として設立  

1983年 12月  販売部門を独立し資本金 9500万円にて株式会社マツザワを設立  

1990年 6月  本社を長野県下伊那郡高森町下市田 3123番地へ移転  

1990年 7月  増資 新資本金 2億 2000万円  

2003年 2月  会社分割により子会社の統合名称（各県単位）変更 

2006年 3月  株式会社エムホールディングスが株式会社サンライズコーポレーションと 

株式会社ティーエムシー、 有限会社松澤商店を吸収合併 

2008年 2月  株式会社エムホールディングスの資本金を 1億円にする 

2014年 同社商品「りんご乙女」が「iTQi 国際味覚審査機構」において最高位三ツ星

を 6年連続受賞。同社商品「白い針葉樹」が「モンドセレクション」において金

賞を 5年連続受賞。 

⑵会社方針 

同社は「おみやげ」を製造、販売している会社としてではなく、人の気持ちを伝える会社を

モットーにしている。「贈った方も、贈られた方も、ほんとうに喜んでくれる“おみやげ”」「おみ

やげづくりに関わった人の気持ちの伝わる“おみやげ”」を探求し続けている。 

㋐心と心をつなぐおみやげ 

「おみやげ」という言葉の由来はその昔、村人の代表が何日もかけて旅をした参拝巡
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礼。 

参拝の後に、神社でいただく笥（はこ）を、村人たちのために持ち帰り、家内安全・無病

息災を祈ったという。この笥こそ、日本の「御宮笥（おみやげ）」の始まりである。 

㋑地域密着こそが「おみやげ」づくりの第一歩 

地元メーカーと密接な関係を持ち、地域の素材の特性を最大限に伝える商品を作りだ

している。 

㋒気持ちを伝える"場"をプロデュース 

地域の販売店との関係を大切にし、商品デリバリーはもちろん、商品ラインナップやディ

スプレイの提案なども行ない、また同時に消費者や販売者のニーズを積極的に汲み取っ

ている。 

㋓こころを贈る「おみやげ」は安全・安心が大前提、コンセプトショップの企画と運営 

豆、えびせんなどテーマに特化したコンセプトショップを企画・運営している。また、

OEMや ODMの商品開発を行っている。ほか、飲食店／フードコートの展開、青果ビジネ

スへもチャレンジしている。 

⑶経営環境 

現在ホテル、ドライブインの取引が多いが、経営が厳しい取引先もあり、取引のリスクは大

きい。また、高速ツアー廃止や規制強化により、客数の減少等、おみやげの購入機会も減り

売上増に繋がっていない。 

また、外国人観光客が増えているとのことだが、大きな需要には至っていない。ホテルの

売店のマーチャンダイジングを当社が受持つ業務が増えている。 

小売業では、専門店の売上が伸びている。例えば、豆菓子専門店等。売店コンサルタント

として提案営業を行う業務が成果を上げている。 

飲食店は、県内では地域一番店として和食、ラーメン店などで売上を伸ばしているが、東

京での店舗は苦戦を強いられている。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

    テーマを決め、コンセプトを明確にして情報化に取組んできた。まず、初期段階として全員

が PCを触れるようにした。そのため、すべての情報伝達をメールで行った。次に販売管理シ

ステムを導入し、伝票入力を事務担当者だけではなく、全員が入力出来るようにした。営業

担当が伝票を毎日打ち込むことにより、売上、利益管理等を意識するようになり相乗効果が

生まれた。営業担当が帳票を打ち出し、各種データの分析が出来るようになった。また、毎

月の会議で数字をもとにした提案営業、計画等が出来るようになった。 

単に効果だけを追求するのではなく、現場にあわせた取組みを根気よく取組むことが重要

である。 
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⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯・目的等 

卸売の営業拠点はインターネット VPN 網を利用している。小売店、飲食店では東日本

地域の店舗データを NTT東日本のフレッツ VPN ワイドのサービスで本社に集め、西日本

地域の店舗のデータはNTT西日本のフレッツVPNワイドのサービスで卸売の拠点の富山

支店で集約し、本社と富山をインターネット VPN網を利用し、ネットワークを構築しコスト的

に最小限に抑え、各種経営情報を分析し効率的な運用を行っている。 

夜間に自動データ処理を行い、毎日の売上等を各拠点のマネージャーが分析。現場

で利活用している。月 1 回拠点長会議を開催し、売上等データの分析結果の検証を行い、

現場に直接生かしている。 

 

 ネットワーク概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㋑導入にあたっての制約事項と対応 

    ⅰ）ＩＴ企画担当者のＩＴ知識不足や推進のための社内体制が整っていなかった。 

その対応として、業務も知り、システム構築にも精通している人材を確保出来たことで

克服した。 

ⅱ）システム導入に際し、社内環境の準備及び従業員の事前教育が不十分であった。 

その対応は、基本的なことであるが、まず PC操作が現場を含め全員が出来る環境に

した。報告はメールで必ず行う。その後、データ入力になれることがミスの軽減、数値の

ダブり処理がなくなってきた。大切な賞味期限チェック等処理の効率化が図れた。初歩

的なことから推進し、あきらめずに根気よく指導していくことの重要性をつくづく感じたと

のこと。今では、どこでも伝票処理が出来るようになってきた。 

㋒導入の体制 

推進のプロジェクトオーナーが社長。プロジェクト責任者、サブリーダー、オペレータ、業

務担当という体制で始めた。 
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㋓導入の成果 

ⅰ）事務処理の効率化、事務作業の均一化、ミスの削減。 

ⅱ）グループウェアを活用することにより情報の共有化が出来た。 

ⅲ）ネットワーク化によって営業、販売戦略の立案が迅速に出来た。 

㋔成功の要因・失敗の要因 

成功要因 

営業拠点 16 か所が結ばれたことで、事務レベルも均一化され、事務処理のスピード

アップ、ミスの軽減に繋がった。 

経営者自ら iPad を持つことにより、情報の伝達速度が飛躍的に向上した。また、業務

が多様化し、店舗も増え情報化システムの整備が急務だったことから、ヘッドハンティン

グによる人材獲得で情報化が進展していった。情報共有化によるメリットが大きい。 

失敗要因 

基本的にパッケージ製品を導入していく為、従来の仕事の仕方を変える必要がある。

現場の業務のすり合せが足りないと、返って混乱を招いてしまうこともあった。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

財務、販売システムのリプレース。グループウェアのバージョンアップ。iPad による入力を

可能にするシステムにする予定である 

 

３.公的支援機関の支援内容と期待 

公的支援機関からの支援は受けていないが、補助金の情報について収集に努めている。補

助金の条件を入力すると補助金の一覧表がでるシステムの構築を望む。 
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【業務革新と情報化】 17 

情報システムの一元化で在庫削減・工程進捗、不良減少からトレーサビリティ強化 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社山岸製作所 

   代 表 者：山岸 良一 

   従業員数：90名 

   資 本 金：3,000万円 

   設 立 年：1962年 10月 

   所 在 地：群馬県高崎市浜川町 590-23 

   業 種：金属加工業 

   U R L：http://www.yamagishi-ss.com/ 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1962年 現会長山岸鍋夫 創立 

1984年 有限会社山岸製作所と社名変更、資本金 800万円 

1993年 ロボットによる工場無人化へ挑戦 

1995年 株式会社山岸製作所へ変更 

1996年 本社工場を高崎市浜川工場団地に移転 

2001年 一社一技術で群馬県より認定、ISO9001認定 

2005年 群馬県経営革新計画の承認を受ける 

2010年 群馬認定職業訓練校「ヤマギシテクニカルセンター」開校 

⑵会社方針 

①物づくりは人づくり、というコンセプトを基に、高い技術と、より良い品質で、付加価値の

高い製品を提供いたします。 

②人を活かす経営をモットーに、同社独自のテクニカルマイスター制度にて、ヒューマンス

キル（人としての能力）とテクニカルスキル（技能・技術）の両方の能力を向上させていま

す。 

③独自の技術開発により、提案型の試作・開発企業を実現し、 ＮＡＳＡなど、世界的な優

良企業が必要とする会社を目指します。 

⑶薄肉加工品の精密加工技術は北関東随一 

同社は、自動車や半導体、航空宇宙分野まで幅広い産業を対象に、二ードルベアリング

保持機、半導体製造装置、HEV 自動車駆動モーター、航空機部品などの超精密機械加工

を試作・開発から量産に至るまでの一貫生産体制を行っている。コア技術は、薄肉加工品の

精密加工が得意で、厚さ 0.5 ミリ位のリングをパイプまたは丸棒より削り出し、真円度 20 ミクロ
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ン以下に仕上げる技術や加工部品を把持するチャッキング技術により立体的に切削加工に

卓越した技術力を誇っている。 

⑷材料・仕掛品在庫の的確な把握が大きな課題 

近年、自動車部品メーカーなどでは、仕様の標準化に伴う部品の共有化が進み、多くの

機種に同一部品が使用されている。そのため納入品のトレーサビリティの重要性が近年特に

高まっている。さらに不具合発生時における原因究明と不具合部品の特定が急務となって

いる。さらに、航空宇宙産業向けの部品マネジメントシステム規格である JISQ9100 を目指し

ており、正確かつタイムリーな在庫管理やトレーサビリティシステムの確立が大きな課題であ

った。 

ところが、2011 年頃までは、受注に応じて手書きによる紙ベースの作業票に担当者、加工

機械、加工開始時間、終了時間、停止時間などを入力、月末にその作業票を回収し、自社

開発「アクセス」ソフトへ PC入力を行い、進捗の確認、不良の集計を行っていた。在庫は月１

回棚卸業務を行い、材料使用量、在庫量、不良の仕分け業務で把握していたが、計算ミス

や棚卸ミスがあった。また、全社的に見ても加工進捗や不良状況が月単位でないと分からず

タイムリーな在庫管理ができなかった。 

同社の業務フローは、受注に応じて材料切断し、加工・箱詰めを工程間で行い、検査・出

荷となる。リードタイムは 1週間から 3週間と長く、使用鋼材も多品種・異サイズ、工程間で材

料の形態が変化していく。受注も量産品と多品種少量品が混在しているなどから、既存で使

用していた「アクセス」ソフトだけでは、在庫や進捗管理を的確に把握するためには十分機能

していなかった。 

 

2.情報化の概要 

⑴バーコード方式を導入、リアルタイムで在庫把握 

㋐バーコードシステム導入と生産管理システム「アクセス」と統合 

「材料、仕掛品、製品在庫をタイムリーに把握できない」か、という課題を解決するため

に、2011 年に「バーコードシステム」導入を目指した。バーコードシステム導入にあたって

は、ネットワークアドバイザー支援事業の専門家派遣制度を活用し、IT 専門家と業務フロ

ーの見直し、ベンダーとの付き合い方、効率的かつ現場の業務に合ったバーコード化は

何かを試行後に、バーコードシステムを稼働した。 

バーコードシステムと生産管理「アクセス」を統合することで、材料・加工品の現品票と機

械加工の作業票の記入の一元化が図られた。各工程完了時、ハンディターミナルによる

バーコード入力を実施、製品単位・箱単位などのきめ細かな管理が実現できたのである。

バーコードシステム導入後の流れは、下記の図表の通りであり、その手順は以下のようで

ある。 

まず、受注時に、受注日・得意先・注文 No・名番・納期・担当者を入力。材料が入荷し

た際には、「入荷日・入荷先・名番・材質・数量・長さ・チャージ・本数・重量」をPCに入力し、
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バーコード付き現品票を発行する。加工する際には、使用したい材料を PC で選択し、バ

ーコード付き切断指示書を発行する。切断実績として、工程では「切断機械・名番・切断

数・不良数」が入力される。その後、切削工程では、段取り入力、不良入力、加工実績入

力、検査入力、出荷入力がバーコードで入力される。 

㋑バーコードシステム導入効果 

バーコードシステム導入後、帳票のデジタル化が可能になり、導入目的であった材料・

仕掛品在庫がリアルタイムに把握できるようになった。その結果、以下のような成果が得ら

れた。 

ⅰ）自社開発の「アクセス」システムとバーコードシステムへの移行が可能になり、新規デ

ータ入力が不要になった。 

ⅱ）不具合は、工場毎に、翌朝一番、「首晒し」と称して、不良対策を講じていたが、本シス

テム導入後は、機械名・担当者名・材料に加え不良損失額（検収単価に基づく数値）な

どが明示できるようになり、不具合の原因究明が的確で迅速に対応可能になった。その

結果、不良率が半減し、進捗遅延も改善された。 

ⅲ）工程進捗状況と不良・生産トラブルが適時把握できるようになり、品質保証の向上や出

荷後のトレーサビリティ情報の照会も可能になった。 

⑵生産計画とバーコードシステムとの統合により受注から出荷まで一元化 

次なる改革は、受注から出荷までの情報の一元化で、より戦略的な情報化を目指した。 

受注による注文票を生産計画「イージープランナー」ソフトにリンクさせる。その際に、バーコ

ードシステムにより在庫確認をし、機械の負荷状況を確認して、生産計画「イージープランナ

ー」に注文情報を入力する。 

量産品であれば、自動入力となるが、小ロットの試作品などは、営業が受注してきたものの

うち 50％は自動読み取りで入力、残り 50％は新規入力となる。この受注情報は、データベー

ス 20％、手作業入力 80％の内訳となる。 

外注先に委託する場合は、切断入力計画を入力した時点で、外注先の工程能力を確認

し、生産計画「イージープランナー」に組み込む。 

このようにバーコードシステム、生産管理「アクセス」システムとの統合に加え、生産計画ソ

フト「イージープランナー」を移行したことで、受注から出荷までの受注情報の進捗状況の把

握、工程能力の把握、内製・外注発注の適性化、計画と実績のギャップ要因の迅速な対応

などが可能になった。 

同社では、毎月中旬に部門長会議を開催し、前月の実績、当月の計画と進捗、来月計画

を話し合うが、情報化システムの統合が進むにつれて、赤字部門が予想される場合には、事

前に原因や対策のスピードアップが可能になり、的確に PDCA を回すことができるようになっ

ている。 
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  製造バーコード生産管理システム、生産計画「イージーランナー」の統合 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶情報の共有化をもう一歩進める 

同社では、本社と第 1、第 2、第 3工場に分かれているため、情報システムの統合、バーコ

ードシステムに生産計画システムを移行したが、現場情報や事務所の情報共有のためには、

TV システムやスカイプを活用して、デジタル化にアナログ情報を組み合わせている。3 つの

工場間で小型カメラ搭載の TV システムを導入している。例えば、不具合が生じた時に、カメ

ラを機械装置に持ち込んで LAN につなぎ、現場情報が共有できるようにしている。また、事

務所関係では、スカイプを使って会計データなどのやり取りを行っている。新規の試作品な

受注入力 

材料出荷 

切断指示書発行 

受注日、得意先、注文 No・名番・納期・担当者 

入荷情報を PC入力、バーコード付現品票発行 

入荷日・入荷先、名番・材質 
数量・長さ・チャージ・本数・重量 

生産計画

表入力 使用材料を PCで選択、 
バーコード付切断指示書発行 

切断実績入力 
切断機械・名番・切断数・不良数 

社内 社外 

段取り入力 外注注文書発行 

不良入力 

加工実績入力 

担当者・機械・名番 
段取開始・終了・停止時間 

担当者・機械・名番・不良

内容・不良数・不良原因 

担当者・機械・名番・加工開

始・終了・停止時間、加工数 
外注入荷入力 

イージー 
プランナー 

検査入力 

出荷入力 

担当者・名番・機械・検査数・不

良数・再検査数・材質・材料径 

進捗 No・出荷数・名番・チ
ャージ・得意先・注文番号 

－ 114 －



- 4 - 
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どの受注は、技術担当責任者（専務取締役）が現場回りをして、IT 化による情報共有をフォ

ローする体制を構築している。 

⑷ヤマギシテクニカルセンターで新人の技術力アップ 

2008 年のリーマンショックにより同社も一時期、受注が 80％ダウンした。この機を活用して

社内の人材育成、とくに技術力強化システムに取組んだ。群馬県の教育訓練補助金制度を

活用して新人の教育プログラムを開発し、毎月 1回、土曜日に実施。ここでは、技術のスキル

アップに加え、社内で実際に不具合になったケースを題材に研究したり、航空機部品のイン

コネルやチタン材の難易度の高い加工技法も研究に取組むようにした。 

2010 年に「ヤマギシテクニカルセンター（以下同センター）」を立ち上げ、社内外の若手技

術者の技術教育の場として座学と実技を組み合わせたプログラムを半期で修得できる群馬

県認定職業訓練校として発足した。事務職の女性陣も CAD/CAM やアクセスも習得するな

ど、全社あげてのスキルアップの場となっている。 

毎年、7～8 名の新人が同センターで基礎から実践的な技術力を身に付け、生産現場の

技術者として活躍している。 

⑸情報ネットワークの積極的活用により新規受注開拓 

同社の新規市場開拓は、展示会への出展や HP による情報発信と株式会社 NC ネットワ

ークが運営する工場向けネットワークである「NCネットワーク」を県内で最初に加入した。 

同ネットワークからの問い合わせも多く、県内での検索 No1 であり、全国での切削部門で

は、絶えず検索上位に位置している。 

各種の展示会では、概ね 100社が同社の技術に関心を示してもらえるが、商談はそのうち

の 1～2社程度である。ところが 2014 年 9 月愛知県「エアロマート」（中部経済産業局、関東

経済産業局主催）の航空機器専門の展示会は、入場者も有料のこともあって、「株式会社

IHI、三菱重工業株式会社、川崎重工業株式会社など、大手企業など 10 社から商談の話も

あり、中身の濃い商談会であった」と専務は言う。公益財団法人群馬県産業支援機構（以下

同機構）主催の商談会でも受注取引になる確率は高く、ネットとリアルの展示会での情報発

信が効を奏していると言える。 

「NC ネットワーク」で上位を維持する為、同機構の専門家派遣の利用や社内の情報化に

精通した人達で取組んでいる。その結果、株式会社日立製作所などの大手企業から中小企

業まで、多方面の企業から問い合わせがあり、新規受注につながっている。HP の更新は頻

繁に行っている。また Facebookは毎日、アップロードしている。 

⑹意欲的に新規市場開拓に取組む 

同社は、ニードルベアリング保持器、半導体製造装置などの精密部品加工を機軸に事業

展開をしてきたが、新規事業分野として宇宙航空機関連の受注強化を目指している。 

国内の航空機産業は、現在 1.1 兆円規模であるが 2020 年 2 兆円規模へ拡大が見込ま

れている。同社も新規分野として航空機産業へ足掛かりをつけていきたい。 

そのために、まず JISQ9100 の認証を 2015 年に取得し、同時に航空機部品のチタンやイン
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コネルなどの特殊材料の加工技術を習得し、実績を積み上げていく計画をもっている、2017

年までには航空機産業への参入を目指している。9月の「エアロマート」展示会でも、フランス

やポーランドの航空関連会社から問い合わせがあったが、特殊材料加工の実績がないので

商談が進まないのが現状である。この分野は今後、有望な市場であり、市場規模も魅力があ

る。同社は大手メーカー経由で海外の自動車メーカーからの受注を引き受けているので、特

殊材料の加工技術力を蓄積し、さらに飛躍を目指している。 

今年度、年商 10～11 億円であり、そのうちの 60％がベアリングである。「新規の顧客開拓

にも力を注ぐが、既存の得意先の深耕が不十分であったところもあり、今後は既存のお客様

のニーズを取り込んでいくことに注力していきたい」とする。 

 

3.中小企業支援センターへの要望 

中小企業支援センターへの要望については、社内外の若手技術者の技術教育の場として

「ヤマギシテクニカルセンター」を立ち上げ、モノづくりの基礎から実践的な技術力を身に付け、

生産現場の技術者として活躍しているが、人材育成面での更なる支援を期待したい。また、新

規事業分野として航空機産業への参入には、新たな技術支援、例えば非破壊検査技術等の

習得などが不可欠であるので、新技術への支援も活用をしていきたい。 
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【業務革新と情報化】 18 

生産管理と設計の進捗管理システムの情報化に重点 

   
企業概要 

企 業 名：株式会社アドテックス 

   代 表 者：佐藤 弘男 

   従業員数：62名 

   資 本 金：7,860万円(2014年 11月) 

   設 立 年：1988年 10月 

   所 在 地：群馬県高崎市倉賀野町 2454-1 

   U R L：http://adtex.com/ 

事業概要： 

ME（メディカルエレクトロニクス）機器の開発・製造 

半導体関連機器の開発・製造 

FA機器の開発・製造 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1988年 10月 システムリンク株式会社を設立、主力業務は、計測制御ソフト開発 

1990年 5月  CI導入、会社名をアドテックスとする。 

1997年 3月  中小企業創造活動促進法の認定企業 

      11月  群馬県創造的中小企業創出支援事業第 1号に選出 

2002年 8月  関東経済産業局「平成 14年度、 

地域新生コンソーシアム研究開発事業」委託 

2014年 6月  群馬県医療機器製造販売業許可認定取得 

⑵会社方針 

自動制御で産業界に貢献する 

⑶事業概要と成長のステップ 

㋐脱サラして自社製品開発ができる会社を目指す 

同社は、高精度自動制御と微小信号処理に加え、パワーエレクトロニクスをコア技術と

してニッチトップを目指す研究開発型企業である。佐藤弘男社長が1988年に脱サラし、技

術面を支える専務と「自社製品を持つことを目標」に設立した会社である。当初は計測制

御ソフトの開発に主力を置くも、資金不足から「何でも受注し、何でもできる」方針で臨み、

様々な仕事を引き受けるようになった。アドテックスで設計委託業務を受け、子会社で各

種電子機器を生産した。それは、研究開発型企業のイメージを保持するためにハード生

産関連部門を意図的に区分したため。1990年代に入り、徐々に開発・設計・製造も一貫し
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て手掛けるようになり、OEM品が増えていった。 

㋑企業体力を伴いコア技術を整理し戦略の見直し 

創業以来、様々な受託業務をこなすうちに自動計測技術以外のいろいろな技術も蓄積

された。そこで 1995 年頃に“便利屋”から脱却し、研究開発型企業に向けて「コア技術を

整理・抽出」を行った。その結果、「自動制御分野の開発を最も多く取組んできたことから、

この分野に絞って制御技術を徹底的に磨くことにした」と佐藤社長は言う。 

1997年 3月に「中小企業創造活動促進法（創造法）」の認定企業となった。創造法では、

実用化段階に至っていない「モデル規範制御（MRAS）」を実用化しようと計画を煮詰め、こ

れに取組むこととした。それが認定事業となったことが、同社の「研究開発型企業へ向けて

のターニングポイントとなった」と佐藤社長は振り返る。同年 11 月に、群馬県ベンチャー育

成制度「群馬県創造的中小企業創出支援事業」の適用第一号に選定され、県から間接

投資を受けた。この評価の対象が同社の独自の「高精度自動制御技術」（ADVANCED 

PID制御、NACS制御）であり、「NACS」技術は国際特許の申請もしている。 

その後、群馬大が推進する「アナログナレッジ」にも協力している「微小信号処理技術」

もコア技術化し、ME機器、半導体関連機器、FA機器の開発を進めている。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報システムの取組み 

ネットワーク構成図 
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同社の情報化は、創業当時、インターネットがまだ日本で普及する前に、米国ニューヨー

クに設置してあるサーバー経由で“．com”のメールアドレスを取得した。それが同社の情報

化の第一歩である。 

製造がファブレスの同社にとって、設計データは財産である。そのため、同社の情報化の

第一は、設計データを一元管理することが不可欠であった。CAD は、3D、2D 機械設計、回

路設計、基板設計など、7～8システムが稼働している。 

また、多品種少量生産に対応した生産管理システムは、何度も失敗し、本格的に立ち上

ったのは数年前である。 

同社は、株式公開(IPO)を視野において情報化に取組んでいる。社内の設計情報の共有

化と部材の在庫管理システムを中心にシステム化しているが、全社的には、①見積り・受注、

②設計、③部材管理・原価管理、それに財務データを含めた会計システムを構築し、当月の

実績が翌月初めには把握できるシステムを構築している。さらに、プロジェクトの進捗管理シ

ステムに設計者の暗黙知や形式知を中堅社員に移植するスキルアップシステムを組み合わ

せた技術者のスキルアップのシステムに取組んでいる。 

㋐多品種少量生産体制の在庫管理システム 

同社は多品種少量生産体制のため、在庫管理システムが機能しないと顧客（取引先）

からの納期が守れず、信頼を損なう。受注を受けると部材の在庫・発注をする受注生産方

式をとっている。例えば、1 つの基板に数百種類の部品が実装されるが、1 つの部品が欠

けても製品が組み立てられない。部材をピッキングし、外注先に委託するが、部材が一品

でも整わないと外注も製作できない。受注のほとんどが量産品でないため、使用する部材

は 1～2 個が多い。しかし、部材を購入する場合は、500 個、1,000 個の単位で調達し、そ

のうち、実際に使うのは 1個とすれば 499又は 999個が在庫になる。しかも在庫中に仕損

が出るため、帳簿上在庫が計上されていても実際は使えないこともある。そのため部材毎

に仕損率を決め、在庫システムに組み込んでいる。例えば、仕損率 1％の部材は、帳簿上

100個の在庫でも 99個となる。 

㋑設計の進捗管理システム 

設計の効率は、設計者の設計技術能力とチームワーク力であると考えている。設計は、

あるプロジェクトを動かす際に、既存技術と新規技術を組み合わせて進める。その際、設

計マニュアルだけでは設計できない。それに設計者の設計上の暗黙知（ノウハウ）が加味

される。この暗黙知を少しでも形式知に変えていくことで、設計ノウハウが蓄積され、それ

を共有化出来る。設計上のノウハウを形式知にすることで、若い技術者を育成する過程で

移転していかなければ設計のボトルネックは解消できない。そこで同社では、中堅技術者

をプロジェクトリーダーとし、そのプロジェクトをベテラン技術者がバックアップする体制を構

築し、組織として設計能力を高めている。設計の進捗管理システムづくりをベースとして技

術者育成プログラムを併せた仕組みを実施している。 
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㋒外注管理は、バーコードシステムで対応 

外注先には、バーコードシステムを導入して管理をしている。注文書にバーコードを付

して、納入されたときの管理に使用している。社内は二次元バーコード、外注先は一次元

バーコードを使用している。 

⑵同社のコア技術は、大きく 3つの柱 

    創業以来、同社が一貫して追求してきたのが「コア技術を確立し、大手企業が手掛けない

ニッチ分野でトップを目指す」こと。新技術とは「現在の技術の延長線上にはない。新しい発

想から生まれる」を基本理念に研究開発を進めている。FA 関連分野では、日本のシェア

50％を確保している温度制御機器があり、半導体関連でも、マイナス 40 度以下の冷却用コ

ントローラで高いシェアを持ち、他社ができないものを開発している。 

現状の同社のコア技術は、次の 3つである。 

㋐自動制御技術 

自動制御技術のうち、現代制御系の技術をベースにした NACSで特許 4件を取得。温

度制御、モータ制御、プロセス制御など、電子機器や医療機器、産業機械に使用してい

る。 

㋑微小信号処理技術 

同社が扱う微小信号の種類は、温度センサー、光検出、人体信号である。 

㋒パワーエレクトロニクス技術 

電力用半導体を用いて電力変換と制御を行う応用システム技術であり、電力供給装置

や産業用コンプレッサーなどの分野で使われる。 

この 3つのコア技術をベースに、ハードウェア技術とソフトウェア技術、メカ技術を駆使し、

①ME機器、②半導体関連、③FA機器のニッチ分野で No1を目指している。 

モジュール化の進展で海外生産が活発化しているが、同社は擦り合わせ技術を重視し

たソリューションビジネスを展開している。 

なお、業務内容は、顧客からの委託製造（OEM）と自社製品開発であり、その内訳は、

数量的には 7対 3、金額的には 5対 5 となっている。 

同社のコア技術と製品開発 

コア技術 製品開発分野 基本技術 

自動制御 ①ME機器 ・ハードウェア技術 

・ソフトウェア技術 

・メカ技術 

微小信号処理 ②半導体関連 

パワーエレクトロニクス ③FA機器 

（出典）㈱アドテック作成資料より 
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（写真）左側：電子トランス、中央：DC インバータ、右側：回診支援ロボット「Terapio」 

⑶今後の同社の情報化の取組みの方向 

同社の強みは、3 つのコア技術を磨いてきていること、ニッチトップの技術分野を確保し、

それを製品としてまとめあげていく技術力がある。例えば、電源やインバータなどのパワーエ

レクトロニクス技術では、医療用の特殊な電源の開発技術も持っている。年商は 7～8億円で

あるが、（営業）利益率は 15％を確保、経常利益率でも 8～9％を保持している。 

情報化については、IPOに向けて、今後、受注から納品までのすべてのデータを一元化し

ていきたいと考えている。特に設計部門の情報化は、設計のマニュアル化、標準化に設計

者の設計上の暗黙知を形式知に変えて、組織的に情報共有できる仕組みを工夫しているが、

今後は、①設計上のデータの一元化、②設計技術者個人の能力、③設計のコストの情報化

を目指していく。設計部門での標準原価を算定することは難しいが、他社と競合する場合、

適正な設計原価が算出できれば競争力がより強化できる。人間系の能力をどれだけ数値化

できるかが大きな課題である。 

また、顧客管理システムは、全社的管理の仕組みになっていない。受注から生産現場ま

での情報の一元化ができれば、顧客データベースを構築し、営業面で顧客ニーズを先取り

できるシステム化が可能となる。 

2002、2003 年度の地域新生コンソーシアム研究開発事業「次世代の顆粒球・単球除去装

置の開発」で、群馬大学・慶応大学・株式会社 JIMRO と連携して、新製品開発を手掛けられ

た。その後も、医工連携や医療機器製造販売業許可の取得など、医療機器分野への新規

参入を果たしている。近年は、大型プロジェクトの引き合いも多いし、海外のプロジェクトの商

談も多くなってきた。そのため、情報化の取組みは、社内外のデータの一元化と新製品開発

のデータベース化の仕組みとそれらの情報の有効活用がますます重要になってきている。 

 

3.公的支援機関の支援内容と期待 

新しい事に常に挑戦していきたいと考えている。 

公的機関からサポートや各種支援メニューのコーディネートにより飛躍が早まっていければ

ありがたい。 

異業種への参入的な取組みとして「農商工連携事業」においては、公益財団法人群馬県産

業支援機構（以下（公財）群馬県産業支援機構）のサポートで認定を受けることができた。26 年

度の群馬県優良企業表彰においては、（公財）群馬県産業支援機構の推薦もあり、大賞を受

賞することができ、今後、色々な視点からサポート願いたい。 
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【業務革新と情報化】 19 

情報の質的向上を目指して 

 

企業概要 

企 業 名：クオリム株式会社 

   代 表 者：酒見 慎一朗 

   従業員数：96名（正社員 24名、パート・アルバイト・契約社員 72名） 

   資 本 金：420万円 

   設 立 年：2005年 2月 

   所 在 地：長崎県佐世保市下京町 4-4 

   売 上 高：非公開 

   業 種：飲食業 

   U R L：http://www.quolim.co.jp/profile.html 

事業概要：社名（クオリム＝Quality of Life and Information）にあるように、情報の質の向上を

通じて人々の生活向上に寄与する環境事業部などビジネスを幅広く扱っている。

飲食業を中心として、9 つの事業部に様々な事業を展開している。具体的には、

居酒屋、洋風キッチンなど各種タイプの飲食業を展開するレストラン事業部、フリ

ースクールを志向する学習塾を経営する教育事業部、情報サービス提供、ファシ

リティーサービス、コンサルティング、デザイン事務所などである。これら多岐にわ

たる事業は、母体となる飲食業を展開する上で開発したノウハウを事業化したも

のである。 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

   1918年 11月 酒見注連蔵が｢酒見商店｣を創業 酒の卸売り販売を開始 

1965年     角打｢銘酒コーナーささ｣の営業を開始 

1985年 11月 ｢有限会社酒見商事｣を設立 

2000年 2月  店名を｢ささいずみ｣に改称 活魚料理の店としての営業を開始 

2005年 2月  「有限会社ささいずみ」を分社化 

    2008年 10月 コンテンポラリーアートカフェ｢SUSHI cafe SaSa｣の営業を開始 

   2009年 8月  角打 九州日本酒専門店「注連蔵（しめぞう）」の営業を開始 

   2010年 9月  ちょっと贅沢なささいずみ「ささの離」の営業を開始 

   2012年 7月  食堂カフェ「ささ屋」の営業を開始 

    2012年 12月 デザイン関連事業｢流水デザイン研究所｣の営業を開始 

    2013年 2月  「クオリム株式会社」に組織変更 

   2013年 2月  ビジネスサポート関連事業「Loss-HERASU」の営業を開始 
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             プロフェッショナル・ベーシック「Science Patisserie SaSa」の営業を開始 

    2013年 3月  こどものミカタになる｢ひばり塾｣の営業を開始 

    2013年 4月  角打 九州焼酎専門店「注連蔵（しめぞう）上京店」の営業を開始 

   2014年 4月  庶民の料亭「ささいずみ下京町本店」が建替工事を終え、 

リニューアルオープン 

庶民の料亭 2号店「ささいずみ上京店」の営業を開始 

洋風ささいずみ「Flattoria tita」の営業を開始 

「Science Patisserie SaSa」1号店オープン 

   2014年 8月  角打 九州日本酒専門店「注連蔵（しめぞう）下京店」2階拡張 

   2014年 9月  角打 九州日本酒専門店「注連蔵（しめぞう）上京店」移転オープン 

   2014年 12月 「HAKARI」の営業を開始 

⑵会社方針 

極めて積極的な経営方針のもとに、飲食業業態において従来にない特徴を持たせた店

舗を数多く出店させている。また、自らの業務改革の経験で得た知識やノウハウを社外に提

供するための事業化を行っている。 

⑶経営環境 

飲食業は、古くから佐世保市内中心地で営業を始めたために、地元での知名度は高く、

繁盛している。他方、デザイン、ファシリティーサービスなどについては、比較的最近始めた

ために、認知度も未だ高くなく、ビジネスとして軌道に乗るのはこれからである。 

    

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

常務取締役システム本部長（CIO）を 2 年前に社外から迎えて、本格的な情報化が進展し

た。それまでのシステムの状態は、レジスターの集計や給与計算、経理業務のみ PC を使っ

て処理をしていた。新任の CIO は情報化領域を拡大させると共に、徹底した情報化の「見え

る化」を行った。また、だれでもが理解できるようにデジタルとアナログを併用させた。例えば、

毎日の報告書やブログなどを社内用（社外非公開）に Weｂ登録し、スマートフォンでいつで

も社員が閲覧できるようにしている。また、店舗の営業状況も管理職は外から照会できるよう

にしている。このように現在では、可能な限り IT活用を行う姿勢に転じている。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

本格的な情報化を取組む以前は、給与計算や経理処理（株式会社 TKC）を集中的に

行っており、これらの業務以外は全て手書き処理で、レジスターの集計機能すら使われて

いなかった。 

CIOが着任すると共に、以下のような基幹業務のシステム化を手始めに、社内の主要業

務のほとんどをシステム化してきている。 
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・システム統括本部を設置して CIOを配置 

・基幹業務である販売管理（販売・仕入・在庫）システムを自社で開発・導入 

・顧客管理システムを開発・導入 

・予約管理システムを開発・導入 

・基幹業務にスイーツの発注システムを追加開発 

・統計処理を活用した顧客分析システムを開発・導入 

・ネットワークカメラを活用した店舗管理システムを開発・導入 

これ等の業務システムの他に、メッセンジャーや LINE情報共有を積極的に進めている。 

他に、クラウドサービスとして、AWS（Amazon）へ移行中である。 

開発環境は、システム開発用オープンソースのレッドマインを使っている。 

㋑導入にあたっての制約事項 

従業員の一部は年齢も高く、キーボードアレルギーもあった。また、CIO 着任時には、

人件費予算も不十分で CIO以外の他に担当者はいなかった。 

㋒導入の体制 

社内の情報化はCIOに一任され、社内観察や新事業企画に基づいて情報化領域を決

定している。現在では、CIOの他に導入担当者は 2名おり、総勢 3名で必要なソフトウェア

の自社開発を行っている。開発の手が足りないときには外部から応援を受け入れている。  

㋓具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

CIO の着任前に既に情報化していた経理、給与のシステムはそのまま踏襲している。

CIOは、最初に基幹業務である、POSレジを使用した飲食店売上管理を完成させるが、現

場の職員にも十分使いこなせるよう作業環境を十分に研究し、年配者を中心に導入教育

も実施した。 

㋔システム概要 

現在稼働中のシステム概要は下図の通り(次項)であるが、全体計画から見ると開発は

道半ばである。経理と給与計算はパッケージソフトを利用しているが、それ以外はすべて

社内で制作したものである。 
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注：黒表示部分は調査時点で完成しているシステム、表示部分は計画中のシステムを示す 

㋕導入の成果 

当社では高品位経営を目指して GMC（Goods Management Chart)を展開しているが、

マネジメントの大幅な高揚が可能となった。具体的には、 

・見える化が進展し、経営の状況をグラフ等で容易に把握できるようになったので、対応

が取り易くなった。一日前の営業状況をグラフで見ることが可能となった。 

・顧客管理の運用も進み、4,000 人以上の会員登録が既にされた。その結果新規開業

の店舗では、予約管理システムと合間って、予約客中心となっている。 

・仕入管理システムの導入で、発注書の管理や商品情報の管理などが可能となり、スイ

ーツの発注に効果的に機能している。 

 

また、情報共有も積極的に進めた結果、議事録を通じた情報伝達や改善シートの共有 

など、経営を効果的にサポートしている。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

人件費予算が十分でないなど、情報化の制約となる面もあったが、成功の最大要因は、

CIO の積極的な情報化意欲である。また、情報化を CIO に一任した経営者の判断も大き

な支えとなっている。 

⑶企業外からの支援の具体的内容と評価 

以前、IT企業から開発のために情報の専門家を受け入れたが、うまく機能しなかった。 

⑷今後の情報化計画と導入の留意点 

スイーツをどのくらい発注するかを予測するシステムを完成する計画である。内部管理な

どシステムの一部に未だ完成していないものもあるが、CIO による新たなシステムの開発意

欲は高く、留まることはない。引き続いて、POSレジ周辺の強化や、勤怠システムの自社開発、

店舗での「呼び鈴」のシステム化などの情報化を進めている。 
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【業務革新と情報化】 20 

現場業務の徹底した効率化を追求 

 

企業概要 

企 業 名：有限会社大宮工機 

   代 表 者：宮城 靖一 

   従業員数：28名 

   資 本 金：1,500万円 

   設 立 年：1987年 5月 

   所 在 地：沖縄県島尻郡南風原町字宮平 631番地 

   売 上 高：350百万円（平成 25年） 

   業 種：建設機械のレンタル・販売・修理 

   U R L：http://www.ohmiyakouki.com 

事業概要：建設工事現場で使用する比較的小型の建機や器具のレンタルを中心に営業し、

消耗品販売と建機修理も行っている。また、工事現場で発生する濁水を処理する

「濁水処理設備」のレンタルを行い、各現場に応じた処理方法の提案や、オリジ

ナル商品の開発も行っている。県内外の建設業、土木業の大手をはじめ、多くの

企業と取引がある。 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1980年    建設機械の販売業として創業 

1982年    それまでの機械販売をとりやめ、レンタル業に転向 

1987年 5月 有限会社として法人化 

1997年    独自の濁水処理設備をレンタル開始（現在は県内取扱い企業は 2社のみ） 

2008年    公益財団法人沖縄県産業振興公社主催｢IT活用経営戦略支援事業｣に参加 

2010年、2013年 中小企業 IT経営力大賞 ＩＴ経営実践認定企業 

⑵会社方針 

県内の建設業者に対して、比較的小型の建設機械のレンタルを行い、オーダーに対して

正確でタイムリーな配送業務を行う。 

⑶経営環境 

建設業を顧客としているために、建設業界の経営環境の影響を受ける。現在は安定的に

需要を伸ばしている。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 
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社員が便利になるしくみであれば、積極的に取り入れる方針である。その為には、システ

ムは使える道具でなければならないので、できるだけ社員の意見を取り入れるようにしている。

基本的には、ペーパーレス化を推進している。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

1997年 会社として始めて PCを導入 財務会計システムを導入 

その後、給与計算システムも導入 

1998年 Accessを利用して請求書発行、商品管理、減価償却システムを社内開発 

           その後、システム化の対象を文書管理に置き、契約書、機器カタログ、車検証、 

保険証などのペーパーレス化を目指した。 

2005年～2006年にかけて CTIの導入、GPSなどを導入 

顧客対応の向上を目指して CTI を導入するとともに、GPS を導入して配送員の

所在が一目でわかり、現場へ出向く時間を大幅に節減すると共に、効率の良い

配送が可能となった。 

2008年 商品を識別するための IC タグを導入 
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2013年 IC タグを入れ替え（2世代目） 

当初導入したものが電波法改正の影響で使えなくなったので、より汎用性の高

い IC タグに切り替えている。 

その他、iPhone を入出力機器として積極的に活用している。 

㋑導入にあたっての制約事項 

社内的には、専務取締役（CIO）のユニークな発案によるCTIや ICタグの業務への応用

など、CIOの強力なリーダーシップによって進められたために、大きな制約は発生しなかっ

た。しかし、中小企業で予算には制限があるので、ローコストで対応するよう心がけた。ま

た、導入したクラウド経由の文書管理システムが、社員にあまり利用されていないことや、

当初導入した IC タグが、電波法改正の影響で使えなくなるなど技術面からの制約が後に

なって発生した。 

㋒導入の体制 

基本的には CIO が中心となって、経営者と社員が一丸となって導入を行った。従業員

には、ITの知識を醸成するために外部のセミナーに積極的に参加してもらった。 
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われた。 
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予算面の制約については、無料ソフトを活用するなど対応をとったが、活用に目処が立

った時点で購入に切り替えている。 
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㋔システム概要 

活用システム一覧 

No IT活用業務 ITシステム 効果 

１ 経理 会計システム 省力化 

２ 入金・支払 インターネットバンキング 省力化 

３ 高速道路料金精算 ETC 立替精算省力化 

４ 給与計算 給与計算システム 省力化 

５ レンタル商品償却申告 償却資産管理システム 申告処理省力化 

６ レンタル業務 レンタル管理システム 業務効率化向上 

７ 電話受注 CTIシステム 顧客管理向上 

８ FAX受注 PCによるペーパーレス 業務効率化向上 

９ 配送指示 GPS／GIS 業務効率化向上 

10 書類管理 文書管理システム ペーパーレス化 

11 終礼連絡 携帯電話一斉送信 情報共有 

12 HP制作・更新 Webマスター委託 省力化 

13 商品単品管理 IC タグ化  

キャッシュフロー改善 14 在庫管理 IC タグ活用＋レンタル管理 

システム 15 商品稼働管理 

 

システム概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㋕導入の成果 

小さい機械の方が利益率は高いので、同社の営業の中心を小型機に切り替えてきたが、

そのため大量の手間が発生する。その業務処理の有効な手段として徹底した IT化が必須

であったが、目標を遂げた。もし、現在のシステムがなかったら、これだけ大量の機械をさ

ばけなかった。また、レンタル業として早くきめ細かいサービスを行うためには自社配送が
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ベストであるが、これを可能にしてくれたのも現在の ITシステムである。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

IT 化に専従できる CIO とそのリーダーシップが大きな牽引力になり、社員と一丸となっ

て導入に当たったことが成功に導いたと思われる。また、業界の観察から CTI、GPS、IC タ

グなどの導入を決定した先見性も大きな要となっている。 

情報化の予算は不足気味であったが、無償ソフトの活用を行い、社内で有用性を確認

した後導入するようにした。その為、無駄な出費を防いだ。 

また、情報化を急ぐために、IC タグなど発展途上にある機器の導入を行ったが、後にな

ってより汎用性の高いシステムに買い替えて陳腐化を防いでいる。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

IC タグの充実、原価計算システム、お客様サイトの提案支援システムの構築など、更なる

業務システムの充実を図りたい。 

また、スマートフォンが高機能化してきているので、リプレースして、より活用を図っていき

たい。 

 

3.公的支援機関の支援内容と期待 

同社の専務は、沖縄県中小企業家同友会の副代表理事で、同友会事務所は公益財団法

人沖縄県産業振興公社（以下同公社）と同じビルにあるため、同公社とは古くから交流があっ

た。 

近年では、同公社の IT 活用経営戦略支援事業への参加、沖縄 IT 経営応援隊事業の「IT

成熟度診断」を受診、また、同応援隊の「RFP 作成支援」を活用するなど公的支援を活用して

いる。 

公的支援機関へは、最新 IT情報や活用事例の提供を期待している。 
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【業務革新と情報化】 21 

現場の情報システムに対する慣れを考慮し、段階的に導入 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社イノウエ 

   代 表 者：井上 毅 

   従業員数：37名（正社員・常勤役員 29名、パート・アルバイト 8名） 

   資 本 金：2,000万円 

   設 立 年：1992年（創業は 1928年） 

   所 在 地：神奈川県相模原市緑区鳥屋 750 

   売 上 高：約 9億円（2013年） 

   業 種：繊維製品製造業 

   U R L：http://www.inoue-braid.co.jp/ 

事業概要：ヘアゴム(ヘップリング)、ゴムひもや手芸用の組紐、産業資材などの製造販売、 

化粧雑貨類の購入販売 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1928年 井上芳晴製紐創業 

1967年 井上製紐工場とする 製紐機 350台 

1983年 工場設備増設 製紐機 500台となる 

1986年 工場増設 製紐機大型化 イノ設立（企画・販売部門設立） 

1992年 株式会社イノウエ設立 

1996年 リングゴム特許取得 

2003年 ISO 9001認証取得 

2005年 株式会社ドリームライフ（販売部門として設立） 

2007年 神奈川県優良工場表彰 

2008年 本社新社屋完成 

2009年 エコテックス規格 100取得 

2010年 神奈川県モデル工場指定 

2013年 三代目社長に井上毅氏が就任 

⑵会社方針 

主要製品は、髪を束ねるときに使うヘアゴム(ヘップリング)で、ゴムひもや手芸用の組紐の

他、産業資材なども製造販売している。また、コンビニなどでは一つの棚、あるいはラック全

部の品揃えを担当しているので、その品揃え納品のため、関連する化粧雑貨類も購入し卸

している。既にコンビニやホームセンター、小物雑貨販売チェーンに販路を有しており、現社
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長が入社した 15年前よりも約 2.7倍の 9億円程度の売り上げとなっている。6年前に新工場

を建設し、事業を拡大してきている。 

安価な雑貨製品であるが、特許技術(ゴムひもの接着技術)を有しており、ゴムひもの生産

を社内で行った後、内職者に外注している。組紐機は約 300台を保有している。 

⑶経営環境 

相模原市の津久井湖に面する地域に立地する企業で、地域が組紐の小さな産地を形成

しており、同社もその一つである。最盛時には 30 社あった組紐メーカーも現在は 5社で、組

合も既に解散している。 

2013年 5月に現社長が 3代目として就任し、海外販売も始めている。ただ、アメリカなどは

日本と違い、所得格差が大きく、品質だけでの販売は難しく苦労しているとのことである。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

生産品目の多さ、外注先を含めての生産指示等々、すべてを最初から満足させようとする

と導入がスムーズに行かないと考え、できるところから情報化を進めることにしている。ただ、

常に将来像を描き、ゆっくりではあるが、着実に推進していくことを心がけている。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

情報化は、受注から生産指示あるいは外注依頼、梱包・発送までの生産管理面が中心

であった。受注そのものはメールや FAX が多く、それを PDF 化して営業担当者にメール

添付で送り確認している。営業担当者が取引先で打ち合わせる内容は見込みであり、正

式な受注はあくまで本社に届くものである。一部 EDI によるものもあるが、多くはメールや

FAXのため、同社における入力作業は省かれていない。 

㋑導入にあたっての制約事項 

高齢者が多く、パソコンを使える社員が少なかった。また、営業マンの口頭での受注約

束と実際の顧客からの発注量とのすり合わせが必要であった。更に、定番品が多く、在庫

も抱えるので、その管理も組み込む必要があった。 

㋒導入の体制 

情報化の担当は現社長で、システム開発の発注やベンダーとの交渉も現社長が行って

きている。現在は、情報化推進部署を設けているが、この責任者は社長が兼務している。 

㋓具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

システムの開発は、地元のソフト開発会社に依頼したが、ハードは大塚商会から購入し

た。パソコンを使えない社員の事を考慮し、バーコード利用の使いやすいシステムにして

いる。ただ、他のシステムとの統合は進んでいない。また、営業現場での口頭での約束が

必ずしも実際の発注量と一致しないため、客先での受注の入力には至っていない。在庫

管理は組込む事ができている。 
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㋔システム概要 

 
㋕導入の成果 

まだ、人的作業が入る部分は多いが、情報の共有が進み、トラブルは減少した。加えて、

次のステップに進むための OA機器に対する抵抗感を和らげることができている。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

現場で働く人のOA機器に対するなじみの程度を考慮し、最初から高度なシステムを組

むのではなく、人的作業も入れつつ、ステップを踏んで情報化を推進していることが第一

段階をクリアーした要因と言える。 

原材料は“かさ”で量るが、製品は長さで測るため、原材料と生産量との対応が課題とな

っている。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

 (1)に同じ。 

 

3．公的支援機関の支援の内容と期待 

情報投資に係る税制上や助成面での支援を希望している。 

直接指示

社内発注

発注書発行
納品はバーコード
をスキャン

納品
発注

納品

顧客

メール

Fax

EDI

受注

EDI以外
は入力

製造部

商品部

外注先

受注生産だ
けでなく見
込み生産も
行っている。

梱包

発送

原材料
購入品
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【業務革新と情報化】 22 

最初の情報化の失敗を反省し、導入しやすい事業分野から情報化を推進 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社ヒロコージェットテクノロジー 

   代 表 者：田代 博造 

   従業員数：160名 

   資 本 金：5,000万円 

   設 立 年：1956年 5月 

   所 在 地：広島県呉市郷原町 2507-916 

   業 種：精密機械器具製造業 

   U R L：http://www.hiroko-jet.co.jp 

事業概要：小型から大型の各種精密機械部品の製造を受託している。主な受託品目は以下

の通りである。 

＊ジェットエンジン部品（航空機用・陸舶用） ＊宇宙ステーション・ロケット部品 

＊レシプロ大型コンプレッサー部品 ＊ガスタービン部品 ＊ハイテク産業部品 

＊航空機材用専用測定器・加工用治具・専用機 ＊自動車エンジン等専用測

定器・加工用治具・専用機 ＊その他各種精密機械用部品・専用測定具・精密

治具 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1956年 ドリル、リーマ等製造の有限会社守安ドリルから株式会社広島工具製作所に 

1969年 IHI呉二工場向け製品製造開始 

1979年 IHI向けレシンプロコンプレッサー部品加工開始 

1981年 航空機用精密専用測定器、治具工具の製造開始 

1982年 ロールス・ロイス社ジェットエンジン部品の工程外注加工開始 

1986年 設計部設置、3次元自動プロ導入 

1989年 航空機部品（ロールス・ロイス社）の最終工程までの認定工場指定を受ける 

1992 年 航空機部品（IHI）加工外注認定を受ける、同時 4 軸加工（HS4）三井横型マシニン

グセンター導入、小物丸物加工用（LB25）（LB9）大隈 NC 旋盤対話方式導入、長

谷工業用地 3,650坪を確保 

1998年 長谷工場落成、ジェットエンジン部品工場として操業開始 

ヒロコージェットテクノロジーに社名変更 

2001年 同時 5軸加工（HU80A-5X）導入 

1200Фまで加工可能に 
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2002年 航空宇宙企画 ISAJT2280承認受ける、IT化を進める社内 LAN設置 

3D5軸データ処理による CAD-CAMシステム稼動 

2003年 長谷工業用地内に天応本社工場全体を統合操業開始 

2004年 品質マネジメントシステム－航空宇宙  

JIS Q 9100：2001、JIS Q 9001：2000（ISO 9001：2000）取得 

2005年 一般工作向け第一工場 200坪を増設 

2006年 ジェットエンジン向け第二工場 300坪増設 

2007年 呉市の苗代工業団地内に大物部品加工向け工場増設 

2009年 経済産業省より「元気なモノ作り中小企業 300社」に選定される。 

2010年 3月【本社・第二工場】品質マネジメントシステム－航空宇宙 

JIS Q 9100：2008、JIS Q 9001：2008（ISO 9001：2008）取得 

7月【苗代工場】品質マネジメントシステム－航空宇宙 

JIS Q 9100：2008、JIS Q 9001：2008（ISO 9001：2008）取得 

オークマターニングセンタ「VTR-350A」導入、Ф3.5Mまで対応可能に 

福島県相馬市へ営業所を開設 

2011年 太陽工機 内外径研削盤「IGV-7NA」導入 

安田工業 横型 M/C「YBM-1200N」導入 

JIS Q 9100：2009 更新 

2012年 苗代工場に 10 トンクレーン増設 

⑵会社方針 

同社は本社のある呉市郷原町に 2工場、呉市苗代町に 1工場、合計 3工場を有し、航空

機用ジェットエンジン部品を中心に各種精密機械部品を製造している。売上の約 7割はジェ

ットエンジン部品関連で、他に航空機材用や自動車エンジン等専用の測定器や加工用治

具・専用機の製造、エネルギー関連や医療機器関連の大型単品加工等を行っている。 

航空機やエネルギー関連機器、医療機器などの分野の部品を生産していることから JISQ

などの取得を積極的に行い、常に新たな産業分野関連の仕事に挑戦し、競争力をつけてい

く方針でいる。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

航空機部品関連の長期的な仕事が多いとはいえ、今後新たな分野の仕事も拡大していく

には、生産管理をしっかり行い、機械の稼働率の向上や人の無駄な動きをなくして行かなく

てはならないと考えている。加えて、一品ものの加工など様々な仕事が同時に行われている

のでその管理をシステム化することは、納期の遅れなどをなくし、顧客からの信用を勝ち取る

上でも必要なことであると考えている。また、人事や経理のシステムは別のシステムが導入さ

れているが、これらとの連動もできるようにすることで、見積作成・受注・生産計画立案・生産・
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検査・納品・代金回収といった一連の作業を情報化によりスムーズに行えるようにしなくては

ならないと考えている。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

同社では、顧客からの増産や部品の大型化などの要請に対応し、2008 年に新工場を

建設し、最新鋭の大型設備機器の導入を行った。この設備投資と人件費の増大と併行し、

QCD の抜本的な改革が必要であるとの認識から、生産管理システムを導入し、生産の計

画化・効率化を図ることにした。特に、管理者も現場の工員も次にどのような仕事が来るの

か十分に把握していなかったことから、その見える化を図ることにしたのである。そして、納

期遅れの削減と生産管理・原価管理の予測精度を高め、人事・労務・財務などの管理機

能と連動させていくことを目標とした。 

㋑導入にあたっての制約事項 

若い人だとパソコンの操作に抵抗感がないが、ベテラン社員になるとパソコンの操作に

抵抗感のある人もいるので、できるだけ簡易な操作でデータに入力等ができるようなシス

テムにする必要があった。 

㋒導入の体制 

導入に際しては、IT コーディネータの指導を受けながら、常務が中心になり、工場長や

若手スタッフを中心に導入作業を推進した。その際、工程確認表などの作成が遅れてい

た航空機部品以外の分野での導入に重心を置いた。 

㋓具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

2006年～2008年の間で準備をし、システムを導入・運用を開始した。パソコン操作に不

慣れな従業員でも作業ができるようにバーコードで入力ができるシステムを採用した。 

㋔システム概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【経済産業省の IT経営ポータルの図を参照した。】 

 

システム概要

受注 工程設計 作業指示
製造実績
収集分析

納品 回収

顧客管理システ
ム 材料及び

外注手配

顧客

生産管理デー
タベース

生産管理システム（導入システム）

見積
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㋕導入の成果 

㋓で述べたように、準備期間を経て 2008 年から運用を開始した。ところが、特に重点を

置いていた航空機材用や自動車エンジン等専用の測定器や加工用治具・専用機の製造

分野、あるいはエネルギー関連や医療機器関連の大型単品加工等の分野では、初めて

の仕事であったり急ぎの仕事であったりしてなかなか工程確認表を作成せずに設計図と

口頭での伝達で済ませてしまう事が多かった。加えて、サーバーそのものの能力も弱く、

反応が遅いため入力待ちという事も起きてしまった。また、作業後にまとめて入力したりベ

テラン社員が若手に入力を頼むなどしたりしたため、作業が終わり、商品を出荷してから

入力するといったことも多くなり、本来の目的を達成することはできなかった。 

加えて、担当していた常務が 2009年～2011年まで福島県相馬市の営業所に行ってい

たため、運用を開始した翌年から 3 年間ほどは、システムはほとんど動かない状況に陥っ

てしまった。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

情報化に際しては、実際の作業に適合したシステムを導入することも肝要であるが、合

わせて一定程度システムに合わせた行動様式の確立も求められる。いわゆる意識改革で

ある。しかし、導入を目指した分野が余りにも多種多様な仕事を請け負っていたこと、年代

によりパソコンなど情報機器への習熟度合いに差があったことなどから、結局、仕切り直し

という事になった。ただ、情報化を進めなければならないという危機感は強く、このたび、

導入しやすい分野から再度挑戦することにしたのは英断と言える。 

⑶企業外（支援機関・支援者）からの支援の具体的内容と評価 

公益財団法人くれ産業振興センターや公益財団法人ひろしま産業振興機構の支援を受

け、IT コーディネータを派遣してもらい、情報化に係る計画立案などの指導を受けている。 

⑷今後の情報化計画と導入の留意点 

(2)の㋖でも述べたが、当初導入した生産管理システムは、リアルタイムの入力がなされず、

製造した品物が出荷されてからデータを入力することも多く、生産の工程管理そのものに活

用できていなかった。最初から多種多様で、初めてであったり急ぎであったりする仕事の多

い分野から始めようとしたため、逆にうまくいかなかったことを反省し、XP パソコンの入れ替え

とパソコンの増大に合わせ、2014 年度からはある程度生産品目や工程が継続的で安定して

いる航空機部品の製造現場から導入し、システムが安定的に稼働するようになったら、他の

部門にも適用していくことにした。 

 

3.公的支援機関の支援の内容と期待 

2－(3)にも記載したように、呉市や広島県の財団から専門家を派遣してもらうという支援を受

けている。 

今回、XPのサポートが切れるということでWindows7の導入と機器そのものの増大も図ってい

るが、このような情報化投資についても補助金や税制上の優遇措置を望んでいる。 
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【販路開拓と情報化】 23 

越前そば製粉のブランド戦略をWebで進める 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社カガセイフン 

   代 表 者：加賀 龍夫 

   従業員数：5名 

   資 本 金：330万円 

   設 立 年：1877年 

   所 在 地：福井県福井市高木中央 1-3004 

   業 種：蕎麦製粉業 

   U R L：http://www.kagaseifun.jp 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

   1877年 初代末吉時十郎が末吉製粉所商店を開業 

   1938年 二代目末吉正志より三代目加賀京作へ末吉製粉所商店を譲渡 

   1971年 有限会社末吉製粉所設立 

   1993年 有限会社末吉製粉所改め、有限会社末吉製粉とする 

   2009年 有限会社末吉製粉改め、株式会社カガセイフンとする 

         ※インターネットショップ名は「末吉の越前蕎麦粉」 

   2013年 石臼 3台増設、計 29台 

⑵会社方針 

蕎麦に向き合い、地場産の原料にこだわり、創業以来伝わる石臼を守り日々変わらぬ技

術と製法でそば粉を提供しています。私たちは蕎麦になるまでの責任を担い、徹底した安

心・安全を遂行して製粉業に取組んでおります。 

⑶経営環境と経営概況 

㋐家業の将来に危機感を感じる 

2004 年、同社の社長加賀龍夫氏の息子である加賀健太郎氏が家業の製粉所を継ぐた

めに入社。当時は、両親が製粉する小さな工場であった。 

得意先で県内の蕎麦屋が高齢化や後継者不在などで、どんどん廃業していくため、

年々、同社の業績も低下していた。新規開拓といっても製粉所はもともと営業をしないの

が業界での商慣習であった。「あの製粉所の蕎麦粉はいいよ」という口コミや蕎麦屋さんか

らの紹介で新規お得意さんを確保する程度であった。 

当時は、得意先が約 100軒、うち県内が 80%、県外 20%で県内のウエイトが高かった。し

かも県内で新規開拓をしても、県内同業者と取り合いになり、小さいパイを奪い合う形にな
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るだけであった。 

危機感を募らせていた健太郎氏は、競合大手と同じ土俵で争っているのでは価格面で

勝ち目がないと感じ、何か打開策を考えていた。それまでの「万人受けする蕎麦粉」から

「こだわりを持つ玄人向けの蕎麦粉」に力を入れ、それをインターネット販売に活路を見出

していくのがいいと考えていたものの、PC や IT 関連の知識や経験が皆無であった。当時

は、製粉大手企業でも、HPは、会社案内程度であった。同社も当然、HPもなかったし、ネ

ット販売で販路開拓という発想もなかった。 

㋑情報化の知識ゼロからの取組み 

入社時は、両親だけで製粉所をやっていたので、蕎麦粉の供給も限定されている上に、

既存のお客様を大切にして高品質な蕎麦粉を提供していくことが第 1 であった。しかし、

健太郎氏が入社し、“自分一人分の食い扶持”を稼がなければならなかった。そのために

は新しいお客様を確保するための早急な対策が必要であり、その打開策がネット販売で

あった。 

ネットで新規開拓を意図したものの、Web 知識がゼロ。PC すら触ったことがなく、PC 操

作も嫌いであった。金沢の大学では経営情報を専攻したが、PC 操作はできなかった。「現

在、Webで販路開拓していることが不思議な感じでもある。」と、当時を振り返る。 

サイトの作成は、①外部に丸投げする、②大型の電子ショッピングモールに参加する、

③自分で作る、この 3つの対応を想定して、まず、自分で自社の HP を作ってみること、自

身で知識を蓄えることが必要であると考えた。いずれ外部へ委託するにしても、その知識

と経験がないと成果が期待できないと考えたのである。 

さっそく、公益財団法人ふくい産業支援センターの e ビジネスの初心者セミナーに参加

した。初心者セミナーでは、HP やそのソフト制作を学び、HP 制作のノウハウを蓄積するこ

とであった。1 年目は、1 ケ月の研修を受けながら、自身で時間の空いた時に、セミナーで

習ったサイトを作ってみた。 

2 年目からは月 1～2 回、中級クラスのセミナーに通う。初心者セミナーで得た知識を生

かして応用や専門的なところを学ぶ。HP制作と販売促進、経営戦略的な側面の双方を勉

強した。片方だけでは他方がおろそかになる。 

とにかく時間を惜しんで、朝から晩までほぼ一日中Webなどを勉強した。若い年代だか

ら大丈夫と励まされた。仕事の忙しいときは手伝ったが、後継者であるので、自由に勉強

をさせてもらった。いずれにしても成果を出さないと自分のポジションがないという気持ち

が強かった。とにかく情報関連の基礎知識がなかったので、WebやPC操作での専門用語

が分からず、OS・SNS・SEOなど、3文字用語も多く、それらを覚えるのに必死で勉強した、

と言う。 

インターネットでは、自社のこだわり、蕎麦粉の良さ・品質の高さなどをお客様にアピー

ルしなければならないが、社長とサイトのコンテンツ公表について、双方で意見が食い違

っていた。どの製粉所も高品質の蕎麦粉を生産するために、生産面で様々な工夫がなさ
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れている。とくに蕎麦粉のポイントは、石臼の目、臼の角度や線のあり方で蕎麦粉の品質

が変わってくる。同業者が見れば、すぐ分かるもの。 

しかし、消費者やお客様は、その蕎麦打ちのこだわりを知りたいものである。そこで、コ

ンテンツを掲載する際には、蕎麦粉製粉の秘訣を公開し、お客様に情報提供をしていくこ

とにした。情報化の中で、やはりお客様が知りたいことをオープンにしていくことが大切なメ

ッセージになる。 

 

2.情報化の概要 

⑴2年目に自社のホームページを立ち上げる 

一通りサイトの制作と運営ができるところまできたので、2004年の秋に HPを立ち上げてみ

た。10ページのHPでアップし、データを取ってみたかった。ちょうど、新蕎麦粉が出てくる時

期でもあったので、新蕎麦でのアクセス数を見たかった。 

当初、反応がなく、注文も 1年半近くはなかった。 

その後、ネット通販で実績の上がっている他店のサイトを参考に、顧客に向けた情報提供

の幅を広げるなどして、次第にアクセス数も 1日 30～50件になった。 

しかし、越前そばの認知度は皆無に近く、県内は知っている人も多いが、石川県や富山

県では福井の蕎麦の認知度は低かった。越前はカニ、魚介類が有名であり、蕎麦とは結び

つかない。 

3年目の 2007年になり、福井蕎麦の認知度の低さに悩んだ。そこで HPのアクセス数アッ

プのために、SEO 対策、タイトルやキーワードの置き方など、ぺージづくりに腐心した。その

上で、ブログや PPC広告（Pay Per Click）を利用し、広告媒体で引っ張り上げていくことも試

みた。 

これらの取組みが功を奏して、同年からようやく売上が伸びはじめ、会社売上の半分近く

までに成長した。 

従来、顧客は県内が中心であったが、Web 販売が本格化すると、県外の業者からの注文

が半分近くまで伸びてきた。特にこれまで取引のなかった顧客の獲得に繋がった。また、顧

客の内訳も業者 7割、個人 3割であり、個人顧客には自分でお店を始める方も多い。 

⑵4つのソフトを統合し一元化 

Web 販売サイトを開設する前は、顧客管理は手書きノートが中心で、一部 PC に入力して

いる状況であった。現在は、Web 専用ソフトにより顧客管理を行っている。個人のお客様は、

価格や好みなどを組み合わせて管理し、カートと連動できるようにしている。 

3年前の 2011年までは、カート、顧客データ、業者、会計ソフトの 4つのソフトが、バラバラ

に管理していた。これを何とか一元化できないかと考えていたので、専門業者に委託し、同

社オリジナルのシステムが構築できた。同システム投資は、費用対効果による支払形態であ

り、売上の伸びに応じて支払いをする方式であった。売上が伸びなければ支払額が小さくな

る。同社にとっては、ありがたい仕組みであった。 
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この統合ソフトは、同社から提案したが、業者からいくつかの提案もあり、お互いが

Win-Winの関係になるようにできた。 

BtoCは、健太郎氏が管理し、BtoBは母親(経理担当)が管理していたが、これを一元化す

ることで社内システムが管理しやすくなった。2 つの統合システムは社内 LAN で結ばれてい

るので、社内では相互に見られる。 

一方、個人客からの問い合わせや注文は、ほとんどがメールでやり取りし、一人 100 件程

度の問い合わせに対応している状態であった。なんとかメール情報を自動化し、メール情報

を検索したいと考えた。そこで、2011年に既存のメール対応ソフトを導入し、顧客情報を吸い

上げて検索できるシステムを構築した。FAX や電話の情報も統合できるようにした。これでメ

ールからの顧客情報を管理できるようになった。とくに同社で入力することもしない。いつ誰

から注文があり、誰が対応したかなど、ほとんどの情報が吸い上げることができるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶リピーターが 4割に達する 

上記のようにメール管理が構築され、同社の顧客管理が大幅に充実してきた。その結果、

同社のリピーターは約 40%であり、個人客を中心に 7,000～8,000 件ある。ほとんど県外の顧

客である。新蕎麦が出回ってくる秋口には、アクセス数が上昇し、予約 250件前後となる。 
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社内で情報化の担当は、Web は奥さんと健太郎氏、メール、製造部門は健太郎氏で、全

体調整が社長、事務が母親、製造現場では他のスタッフが担当している。 

メールソフトは顧客データ分析やDM送信もできるソフトである。お客様には、5通のメール

を配信している。問合せ、注文受取、銀行振り込み、発送、発送後。1 通目は自動配信であ

るが、2 通目以降は健太郎氏と奥さんで対応している。自動配信も可能であるが、お客様へ

一言添えて返信している。例えば「福井の今年の蕎麦の出来具合など」を健太郎氏自身の

言葉で知らせる。 

自社 HP のブログや SNSには、父である社長、母親、健太郎氏の 3 名がそれぞれ蕎麦に

関して伝えたいことを掲載し、幅広い年齢層のファンづくりにつなげている。ブログや SNS を

通じて会社の思いを伝え、お客様との信頼作りに取組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷今後の方向 

ネット販売で個人向けに情報発信をタイムリーに発信しているし、業者向けも県外の新規

開拓も順調に来ている。情報化も「4 つのシステム」を統合し、一元管理ができるようになった

ので、概ね目標は達成している。 

今後は、営業店向けの売上を伸ばしていく一つの方法としては、異業種店で蕎麦粉を使

った新しい料理を提案していきたいと、新しい蕎麦の用途開拓に意欲を燃やす。 

特に、福井の蕎麦は、在来種であり、無農薬で有機栽培であるので、皮ごと食べることが

できる。県内産の蕎麦を 2～3種類で挽くので、いろいろな形態の提案ができ、蕎麦の上手さ

を料理に生かせば、お客様から高い評価が得られるもの、と健太郎氏は強調する。 
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【販路開拓と情報化】 24 

腐らない木、「弥良来杉」を使った木製品を戦略製品としてネット販売を展開 

 

企業概要 

企 業 名：海野建設株式会社 

   代 表 者：海野 洋光 

   従業員数：12名（正社員 8名、パート・アルバイト 4名） 

   資 本 金：1,000万円 

   設 立 年：1963年 4月 

   所 在 地：宮崎県日向市東郷町山陰丙 582-1 

   売 上 高：1億 2,000万円 

   業 種：土木・建築業 

   U R L：http://www.rak1.jp/one/user/zit/ 

事業概要：  

公共工事を主として土木・建築業 

・弥良来（ミラクル）杉を用いた木製鳥居、屋外専用木製手すり、森林遊具、エクステリア商

品。軽トラック屋台、簡易組み立て式和室、木製横断溝などの木製品の企画・製造・販

売。 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

   1963年 4月 現社長の海野洋光氏の父親が建築で事業を創業 

   2002年    「弥良来杉」を使った木製鳥居、屋外手すりなどを企画 

   2006年    宮崎ミロク協同組合を立ち上げ 

⑵会社方針 

今までの販売方法とは違う、今までに必要とされていながら木製品として需要開拓ができ

なかった製品を国産材に特殊な技術で、さまざまな木材の新しい需要の拡大を図ろうと考え

ております。海外でも県産材の良さをアピールし、少しでも林業活性化へつなげていきたい。 

⑶経営環境 

㋐公共工事の発注が縮小、杉材を活用した新製品を企画 

1970 年代にオイルショックに遭遇し、建築需要が低迷。そのため、同社は建築業から公

共工事関連の土木業、さらに民間建築業へシフトしていった。（以下同社） 

その後、1990 年代以降、建築・土木業は景気の長期低迷や地方自治体の財政難から

公共工事が激減するなど、受注が不安定で、経営の舵をとっていくことが難しくなってきた。

そこで、父親の事業を引き継いだ現社長は、新たな事業を模索し、目をつけたのが、建

築・土木の両方でも使われている地元の宮崎産木材（杉材）であり、この木材をコアにした
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新製品や新事業ができないだろうかと考えた。 

㋑酸化亜鉛含浸処理による木材 

丁度、日向市駅舎高架に伴う周辺のストリートファニチャーを手がけたデザイナーから

四国南国市に本社のある M 製作所（東証 2 部上場）が特許を持っている“酸化亜鉛含浸

処理という特殊な技術“があることを知った。 

この特殊技術を使って、地元の宮崎産木材を“高耐久性木材”（腐らない木）にして、新

たな木製品や加工品ができるのではないかと直感。そこでＭ製作所の子会社と交渉し、

業務提携することができた。同社も特殊技術を施した高耐久性木材を取扱う受け皿として

2006年に宮崎ミロク協同組合（以下同協同組合）を立ち上げたのである。 

高耐久性木材は、「弥良来杉」とネーミングし、杉材を 2×4の寸法に製材加工して酸化

亜鉛含浸処理で加圧浸透させた後、熱処理することで製品化できた。 

海野社長は、「弥良来杉」の腐らないという特性を生かし、次々と新しい用途の開発を発

想している。屋外の手すり、屋外木製遊具品など、エクステリア製品や外構木製品などの

企画をしている。既に、同協同組合では、吉野ヶ里遺跡の外柵、東京の浜離宮の木橋や

株式会社内田洋行新川ビルのエントランスデッキなど、多くの外構製品を手掛けており、

普及活動に全国からアイデア・デザインを広く応募し、コンテストなども開催している。海野

社長は、「新たな商材を見つけてくることが第一の仕事と思っている。」と言う。 

同社の新商品の企画の中でもユニークなものは、木製鳥居である。一概に鳥居といっ

ても信仰する神様によっていろいろなタイプがあり、その形・大きさ・施工場所が多様であ

る。海野社長は、鳥居を 64 種類に区分し、お客様の信仰する神様に合わせて鳥居の企

画を行っている。 

 

2.情報化の概要 

(1)情報化の取組みと基本的な考え方 

㋐「弥良来杉」を使って新商品をインターネットで販売 

腐らない木「弥良来杉」の新企画をしている際に、インターネット上で、軽い気持ちで商

品説明をしたところ、思いのほか反応があり、「これは販売できると思い、ネット販売を本格

化した。」という。 

㋑商品毎にホームページ（HP）制作 

「弥良来杉」商品を販売するにあたり、海野社長は、商品毎に HPを設定している。お客

様は基本的に欲しい商品を検索する傾向があるので、敢えて会社 HP には商品情報を掲

載していないのである。 

インターネット上で、商品を販売する場合、商材を企画・開発し、その商品を信頼しても

らうために、「ネットで丁寧に説明をし、お客様からの問い合わせに対してもお客様の立場

になって提案や専門的なアドバイスをしっかりとして、きっちり対応することが大切である。」

と、強調される。特に、同社のネット販売商品は、通常2,000円から5万円程度の価格帯で
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扱うネット商品と違い、30万円から 500万円の高額商品を売っている。顔も合せずにネット

だけで、これらの商品を買ってもらっているため、HP上でいかに信頼性を高める情報提供

ができるかがポイントとなる。 

HP を信頼してくれたお客様が電話をかけてこられるので、見積りをし、FAX などで説明

する。当然、電話応対も十分に説明できるように従業員教育も行っている。 

⑵情報化の取組みは、当初、社長一人で担当 

ネット販売での Web ページは海野社長が独自で作成している。社内には、情報化を担当

する人材がいないし、IT知識も乏しい。 

そのため、海野社長は、Web管理はパートの主婦を活用している。Webから問い合わせな

どがあれば、メールで見積りなどを返信する。それほど Web 技術を熟知していなくても十分

に対応できる。パートの主婦は 1日 15分から 1時間程度、月間 20～30時間、Web管理をし

てもらう。拘束時間も短いので、他の仕事よりも自由時間が出来るメリットある。その上、パート

代も商品毎に時間給にプレミアムを付加している。例えば、木製鳥居であれば、時間給に商

品価格の 10%を上乗せ、弥良来製品は 5%を上乗せして時間給に売上付加分を支払ってい

る。 

一方、従業員は、普段は、建築・土木に従事しているため、ネット販売について、ほとんど

理解していなかった。そのため、毎日、朝礼（午前 6時 50分～7時 30分）後に、当日のネッ

ト販売品、例えば、東北向け商品があれば、全員で梱包作業などをしてもらい、そのネット販

売額に応じて賞与などで還元している。ネット販売の売上が上がれば賞与などが増額される

ので、社員もネット販売には協力してくれる仕組みをとっている。 

⑶ネット販売の代金回収は前金制を採用 

海野社長は、ネット販売については与信管理が大切であると力説される。もしかしたら売り

上げてもお金が入らないのではないかと危惧する人も多いが、同社では、ネット商材の価格

が 6万円以上の商品については、前金 40%の入金をしてもらう仕組みにしている。 

弥良来杉製品は、原材料費と外注費が 40%なので、前金が回収できれば、万が一残金が

回収できなくても取引業者には迷惑をかけずに済む。ネット販売で、「前金制できちんと資金

が回収できる仕組みがあれば、運転資金も円滑に回っていくことができる。」と、社長は言う。 

どの商材も同社の「強み」を生かせるということで、前金制もお客様から支持されていると言

える。その「強み」は、１つは、「弥良来杉」を取扱っているのは、日本では同社と同協同組合

のみで、実質的に 1 社のみであること、2 つ目は、木製鳥居も含めて、各商材に対して高い

専門性を有していること。木製鳥居販売と同様に海野社長は、各製品に対して知識や技術

について造詣が深く、加工技術にも長けていることである。 

しかも、毒性のある腐らない木材は、他の業者でも取扱っているが、同社の「弥良来杉」に

使用される酸化亜鉛含浸液は、ベビーパウダーとハンドクリームに使われる同じ成分のみな

ので毒性が全くないというメリットがある。 

  

－ 144 －



- 3 - 
 

扱うネット商品と違い、30万円から 500万円の高額商品を売っている。顔も合せずにネット

だけで、これらの商品を買ってもらっているため、HP上でいかに信頼性を高める情報提供

ができるかがポイントとなる。 

HP を信頼してくれたお客様が電話をかけてこられるので、見積りをし、FAX などで説明

する。当然、電話応対も十分に説明できるように従業員教育も行っている。 

⑵情報化の取組みは、当初、社長一人で担当 

ネット販売での Web ページは海野社長が独自で作成している。社内には、情報化を担当

する人材がいないし、IT知識も乏しい。 

そのため、海野社長は、Web管理はパートの主婦を活用している。Webから問い合わせな

どがあれば、メールで見積りなどを返信する。それほど Web 技術を熟知していなくても十分

に対応できる。パートの主婦は 1日 15分から 1時間程度、月間 20～30時間、Web管理をし

てもらう。拘束時間も短いので、他の仕事よりも自由時間が出来るメリットある。その上、パート

代も商品毎に時間給にプレミアムを付加している。例えば、木製鳥居であれば、時間給に商

品価格の 10%を上乗せ、弥良来製品は 5%を上乗せして時間給に売上付加分を支払ってい

る。 

一方、従業員は、普段は、建築・土木に従事しているため、ネット販売について、ほとんど

理解していなかった。そのため、毎日、朝礼（午前 6時 50分～7時 30分）後に、当日のネッ

ト販売品、例えば、東北向け商品があれば、全員で梱包作業などをしてもらい、そのネット販

売額に応じて賞与などで還元している。ネット販売の売上が上がれば賞与などが増額される

ので、社員もネット販売には協力してくれる仕組みをとっている。 

⑶ネット販売の代金回収は前金制を採用 

海野社長は、ネット販売については与信管理が大切であると力説される。もしかしたら売り

上げてもお金が入らないのではないかと危惧する人も多いが、同社では、ネット商材の価格

が 6万円以上の商品については、前金 40%の入金をしてもらう仕組みにしている。 

弥良来杉製品は、原材料費と外注費が 40%なので、前金が回収できれば、万が一残金が

回収できなくても取引業者には迷惑をかけずに済む。ネット販売で、「前金制できちんと資金

が回収できる仕組みがあれば、運転資金も円滑に回っていくことができる。」と、社長は言う。 

どの商材も同社の「強み」を生かせるということで、前金制もお客様から支持されていると言

える。その「強み」は、１つは、「弥良来杉」を取扱っているのは、日本では同社と同協同組合

のみで、実質的に 1 社のみであること、2 つ目は、木製鳥居も含めて、各商材に対して高い

専門性を有していること。木製鳥居販売と同様に海野社長は、各製品に対して知識や技術

について造詣が深く、加工技術にも長けていることである。 

しかも、毒性のある腐らない木材は、他の業者でも取扱っているが、同社の「弥良来杉」に

使用される酸化亜鉛含浸液は、ベビーパウダーとハンドクリームに使われる同じ成分のみな

ので毒性が全くないというメリットがある。 

  

- 4 - 
 

⑷ネット販売が売上の 30%を占める  

同社の年商は、約 1 億 2,000 万円。その内訳は、主たる土木・建築工事が 70～80%、残り

20～30%がネット販売である。前者の公共工事は、季節変動が大きく、夏は“夏枯れ”といって

入札がほとんどない。秋口になると入札が始まり、1 件数百万の工事がどれくらい受注できる

かどうかで売上が決まる。従って、公共工事の発注の季節変動をネット販売の売上が平準化

してくれるので、従前と比べると資金繰りが楽になっている。 

木製鳥居の生産形態は、受注生産でお客様からの要望に応じて生産しており、同社の鳥

居 64 種類取り揃えて製作対応している。商品の特性上、リーピーターはほとんどないが、10

年保証をしている。 

顧客管理は、顧客データの入力はされているが、注文を受けたら早めにサンプルや資料

を顧客にお送りすることを優先しているため、顧客管理システムの整備は今後の課題である。

また、「弥良来杉」材など、仕入・在庫管理は、本数が少ないので目視で行っている。 

⑸新しい企画への取組み 

新しい試みとして第 6次産業のサポート商品である「軽トラ屋台」や簡易携帯のイス、テント

などを開発している。プロのデザイナーと連携し、軽トラックをそのまま屋台にすることができ、

軽トラックに荷台を載せたまま移動し、庇を開いてテーブルを引き出して、簡単でデザイン性

が高い製品「軽トラ屋台」を提案している。デザインは、「Ｋｍｏｂｉｌｅ」として、2014年度グッドデ

ザイン賞、グッドデザインベスト１００、ものづくりデザイン賞（中小企業庁長官賞）を受賞した。 

宮崎県川南町では日本最大規模の軽トラ市が毎月第 4日曜日に開催されている。朝 8時

から 11時の 3時間で、毎回、約 1万人以上のお客様が朝市に来場する。この朝市には野菜

やお茶、加工食品、衣料など、地元の農業の方などが出店するが、軽トラの荷台に品物を並

べて販売する形態である。この軽トラに木材で作った屋台を載せて、デザイン、機能面でもっ

とお客様に楽しんでもらえる屋台やイス・机を企画した。海野社長は、木材を使って他産業を

サポートできないかと考えた企画である。 

 

軽トラ屋台 Kmobile 
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また屋外で遊べる遊具の開発で、自然共生木製遊具と称するもの。幼稚園向けに開発し

た木製遊具などにも挑戦している。屋外での遊具は、通常、100万円から 300 万円する高価

なものであるが、同社開発の遊具は、10 万円から 30 万円程度で製作できる。大きな木々が

ないと取り付けができないが、鳥居技術の経験から支柱を立てれば大木がなくても遊具を取

り付け、遊ぶことができるものである。 

⑹今後の同社の情報化の方向性 

情報化については、社長一人がホームページ制作・管理をしているが、今後は、商品毎

に Web 管理の担当者（パート主婦）が専門的知識を持ち、お客様からのクレーム処理や製

作する職人、運送会社などへ折衝ができる体制を確立していくことである。 

さらに、社員には土木・建築関連の資格を取らせたり、教育をしたりしているが、離職して

しまうケースが多い。土木・建築業の先行きが不透明で若者にとって魅力がないのが現状で

ある。若い社員の育成と安心して働いてもらう職場づくりが、経営上では一番の悩みであり、

解決しなければならない問題である。 
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【販路開拓と情報化】 25 

“新潟の地酒”をネット販売に特化して事業展開 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社幻の酒 

   代 表 者：松本 伸一 

   従業員数：19名（正社員 1名、パート・アルバイト 18名） 

   資 本 金：4,600万円 

   設 立 年：2000年 12月 

   所 在 地：新潟県新潟市中央区白山浦 2-1-28 

   売 上 高：2億 1,000万円 

   業 種：酒類小売業 

   U R L：http://www.maboroshinosake.com/ 

事業概要：特産品の“新潟の地酒”を卸売りから撤退し、ネット販売に特化して 

事業展開している。 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

2000年 新潟の地酒をネット販売する会社として創業 

 

2005 年公益財団法人にいがた産業創造機構（以下同機構）が開催したセミナーに参加。

その後、IT コーディネータの訪問アドバイスを受ける。その時、同社のビジネス内容を 2枚の

シートに整理された内容を見て、社長に気づきをもたらした。新潟の地酒を全国に販売する

という創業の趣旨を確認し、卸売から撤退し、ネット販売一本で営業することを決断した。 

⑵会社方針 

㋐県外顧客の創造 

㋑地元の雇用拡大 

㋒地域資源（地元の米、水）の活用 

このことをネット販売を通じて実現していく。 

⑶経営環境 

2000 年創業当時の売上は 2 億円。売上額では小売より卸売の方の比率が高かった。大

手のショッピングモールへ出店する一方、焼酎ブームを受け、取扱いアイテム数を増やして

いった。アイテム数を増やしたことで在庫も増え、売上は上がるが粗利はないという状況とな

った。 

そこで、酒卸業から商品開発型企業への変革を目指し、ネット販売に絞り日本酒のギフト

市場を開拓した。ネット販売で価格競争に巻き込まれないよう、オリジナル商品を創り出す工
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夫をし、半年かけて段階的に卸売事業を終了させた。 

その後、自社でブランドを作ろうと酒蔵からお酒を譲ってもらい、ヒット商品「還暦に贈る真

紅の名入れ酒」というオリジナルギフトをネットで販売。酒のラベルに贈り主からメッセージや

名前を印刷する一手間かけたサービスを提供した。贈られた方の生年月日と同じ日の新聞

を取り寄せ同梱するセットにした。ラベルは顧客の要望に応じ、一つ一つ違ったデザイン、字

体等をパソコンで処理し、ストーリー性を持たせたラベルにした。その結果、送った側、贈ら

れた側双方の顧客から反響が良く人気商品となった。 

ネットの世界は顧客からさまざまな意見が返ってくる。顧客の声と市場動向を照らし合わせ、

還暦祝いの日本酒商品開発に至った。さらに地ビール、ブライダルなど複数の専門サイトを

構築し、顧客への多様な入口を設けることによって新規顧客を開拓している。「モノ」から「コ

ト」に絞った日本酒ギフト市場を掘り起こしている。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

リアル店舗ではなく、ネットで販売に徹する。大手モール及び自社サイトできめ細かく日本

酒を伝えていく。社員に対しては、現状維持ではなく、危機感と問題意識を持つように意識

改革に力を入れている。管理全般の責任者である取締役店長は、IT 経営を具体的に推進

する実務責任者として、経営企画、経営計画立案に参画。関連する部門には IT 化推進のリ

ーダーとして、ＩＴ経営の目的・意義の周知を行い、自ら先頭になって末端の社員に対して、

IT推進教育を行っている。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯・目的等 

2006 年市場には物が溢れ、デフレ経済の中、売価は下がるが原価は下がらず悪循環

に陥っていた。当時は「アナログの酒卸売業」と「デジタルの酒小売通信販売業」の２つが

売上の柱であった。2005 年から売上高低下、利益率低下により経営状態は悪化し、経常

利益は赤字状態になった。 

そのような状況の中、同機構の支援を受け、2007 年には価格による同業他社との競争

が激化していた「卸売部門」を廃止し、「インターネット小売通販部門」に絞りこんだ。その

結果、売れる見込みのある商品を蔵元と共同開発し商品化に繋げたり、社内及び取引先

とのコミュニケーション力を高め、情報の蓄積や市場調査に時間をつぎ込むことができるよ

うになった。 

㋑導入にあたっての制約事項 

制約事項はあまりなかった。逆に制約事項に気づきがないことが問題なのかも知れない

と社長は語る。人材に関しても、Google 活用、無料のソフトをうまく使いこなす人材がいる

ため、制約事項にはならなかった。 
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ため、制約事項にはならなかった。 
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㋒導入体制 

社長及び取締役店長が実務責任者 

㋓IT経営推進における取組み 

ⅰ)ＩＴ活用による見込み客の集客について 
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種類別に 9サイト、合計 11サイトを運営している。 

・Yahoo、Google が提供しているサービス「キーワード抽出ツール」を使用することで、

Google など検索エンジンに入力したデータから市場のニーズの分析を行い、消費
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ている。 

ⅱ）ＩＴ活用によるオリジナル商品の開発について 

一部の蔵元とは Facebook の秘密ページ機能を利用して、当社と専用のクラウド領

域をつくり、“今何が売れているのか”“消費者はどんな製品を欲しがっているのか”な

ど、密度の濃い情報交換を経て、売れる商品づくりを実現している。また、その商品が

売れるかどうかのチェックや仕様などの意見収集をmixiの「Webアンケート」を利用して

いる。 

ⅲ）デザイン制作については、蔵元とタイアップした商品開発（PB）を行っている。社内会

議でコンセプト、ブランディング戦略を決め、ラベルデザインは、イラストレーターを使っ

て自社の社員が作成している。筆文字もイラストレーターにより、オリジナルで作成し、

また瓶の色決めは、Photoshopで合成写真をつくり、イメージを固めている。 

ⅳ）新潟の酒の酒粕も 

首都圏の顧客を中心にネット販売が拡大している。現在は年商 1億 6,000万円に到

達した。ただ、ギフト商品は性質上リピート需要が少ないため、リピート可能な商品とし

て、発酵食品のブームを意識して酒粕に力を入れている。アカウントを持たない人でも

閲覧できる「Facebook ページ」で酒粕コミュニティを作り、料理やお菓子のレシピなど

の情報交流を推進中である。このページからは直接販売サイトに誘導せず、市場の活

性化のみを行っている（酒粕で検索すると同社のサイトが上位に表示されるのであえ

てリンクしない）。 

Facebook は、社内外のコミュニケーションにも積極的に活用。メンバー以外には見

えない閉じたグループを作れる機能を用いて酒蔵と情報交換をしている。また、従業

員の日報システムとしてグループウェア代わりに利用している。 
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㋔導入の成果 

ⅰ）定量的成果の内容（2007年と 2010年の比較） 

・売上高は 300％増。3,800万円から１億 1,700万円に増加。 

・消費者の声を反映させた商品を取引先（蔵元）と作ることで付加価値を生み出し、Ｉ

Ｔを活用することで、人員を省力化し運営できるようになった。結果、経常利益が増

大し、経常利益はマイナス 400万円から 1,000万円の黒字になった。 

ⅱ）定性的成果の内容（2007年と 2010年の比較） 

・Facebookの導入により情報伝達がスムーズになり、社内のコミュニケーションが活性

化され、売上などの数値情報をリアルタイムに「見える化」することで、社員同士の連

携が強化された。 

・SNS による取引先（蔵元）とのコミュニケーションの結果、取引先との連携力が高まり、

良い商品づくりに繋がった。 

・Dropbox を活用して社内のデータをクラウド化したことにより、これまでの社内サーバ

管理と比べて、セキュリティの安全性が高まった。 

・Google を活用し、社内のスケジュール管理を統合したことで業務重複がなくなり、ロ

ス時間が減り、顧客への適切なサービスの実現が可能となった。 

2012年に経済産業省「中小企業ＩＴ経営力大賞2012」においてＩＴ経営実践企業とし

て認定された。 

失敗の要因 

ＳＥＯ対策の検証のための無駄な費用を使った。ネット広告も費用対効果を十分

考慮しないで出していた。そうしたことは知識不足によるところが多かった。 

㋕システム概要図 
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【販路開拓と情報化】 26 

脳のメカニズムを解明、直脳トレーニングシステムの開発 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社脳力アルファ 

   代 表 者：吉岡 孝広 

   従業員数：7 名（正社員 2 名、役員 3 名、パート 2 名） 

   資 本 金：100 万円 

   設 立 年：2007 年 2 月 1 日 

   所 在 地：福岡県北九州市八幡西区永犬丸 3-16-20 

   売 上 高：4,000 万円(平成 26 年 3 月期) 

   業 種：学習塾 

   U R L：http://www.noryoku-alpha.co.jp 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1989 年 10 月 大手航空会社を辞めて、現在地で小中学生を中心とした学習塾を始める。 

2004 年頃   「直脳式」トレーニングシステムを開発 

2007 年 2 月 法人化 

2014 年 5 月 経営革新計画承認 

⑵会社方針 

目先の成績や結果にこだわるのではなく、将来につながる脳力の高い生徒づくりを目指

す。短期記憶ではなく、長期記憶的思考に変えるトレーニング方法で、脳力アップから成績

アップにつなげるのが同塾の方針である。 

⑶経営環境 

近年、少子化の進展と不況の影響で、地域の大手学習塾、中小規模の個人塾の間で塾

生の取り合いとなっている。大手塾は成績優秀者を授業料無料などで勧誘し、その補てん分

は、従来、塾の対象としていなかった成績の下位クラスの生徒層までも入塾させている。 

同塾は、「長期記憶」を身に付けさせ、脳力アップした生徒の成果が実り始めているとは裏

腹に、同塾の評判を聞いて「学力の低い生徒は脳力アップが必要」と中レベルより低い学力

層の生徒が多くなった。その上、学力の低い生徒は、「勉強が嫌い」「勉強の習慣が身につ

いていない」「集中を持続できない」など、「脳力アップ」に時間がかかる現状となった。 

成績アップを早急に求める保護者や本人の意向もある。そのため、同塾は、少子化で生

徒が減少している上に、口コミからの評価などから生徒の獲得に苦労している現状である。 
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2.大手航空会社を退職し、郷里で学習塾を始める 

吉岡孝広氏は、25 年前に大手航空会社を退職し、郷里の北九州市で学習塾を始めた。主

に小中学生の中間クラスの子供たちを対象に、学習指導を行っている。 

同塾に通っていた子供たちを見ていると、中学生の頃には、学力差はなくても、高校に入る

と、“すっと伸びていく子”と“成績が伸びない子”に分かれてしまうことに気付いた。中学で真面

目に勉強に取組み、同塾でも指導を素直に受け入れ、真面目に努力する生徒の方が高校で

伸び悩んでいる。いざ、大学入試センター試験でも力を発揮できず志望大学に行けていない。 

成績が伸びる子、伸びない子に差がでてくる、「その原因は何だろう」と改めて考えたのであ

る。そこで吉岡氏が結論を出したのは、脳の記憶のメカニズムに何かありそうだということで、10

年前から、今までに接した生徒たちを参考に、独学で脳のメカニズムの研究に力を注いだ、と

いう。 

その後、自分の理論が確立されてから、脳に関する書籍を読み、聖書からも学んだりして、

脳に関する最新の情報を集め、研究を重ねた。当時は、脳の中でも前頭葉が自分をコントロー

ルしたり、ひらめいたり、前向きな姿勢になったりすることが定評であった。しかし、子どもたちと

接すると、学力の差は前頭葉よりも先に海馬などに関係する記憶力の差と相関がまずあると感

じていたのである。 

 

3.短期記憶から長期記憶へのメカニズムが学力差 

人間の記憶は、脳にある海馬が記憶をつかさどる部位の 1 つであることがいわれている。例

えば、脳を損傷し、海馬を取ってしまうと全く記憶ができなくなることが分かっており、海馬は記

憶と強い相関がある。学習の場でも記憶したものを忘れそうになると、また集中して覚えさせ、

繰り返し覚えることで記憶をするトレーニングが行われている。そしてより難しい問題を解かせて

徐々に学力を上げている方法を取っているところが多い。それでもなかなか学力が向上しない

人もいる。 

それは、海馬は「短期記憶」を蓄積しているところで、その記憶の情報を大脳皮質に飛ばし、

その中で様々な情報が組み合わさって脳力アップする。従って、大脳皮質が「長期記憶」をつ

かさどる部位であり、睡眠中にそれが行われることが近年、脳科学研究で解明されてきている、

と吉岡氏は力説される。 

吉岡氏は、長期記憶を身につけさせるには、繰り返しの単純作業を何度も行い、記憶により

海馬を活性化させることが大切だが、これだけでは短期記憶となる可能性が高いので、睡眠を

十分とって海馬の短期記憶を大脳皮質の長期記憶へ移行することが重要である、と言う。 

 

4.脳の活性化には 5 つの要素 

このような脳の活性化には、1 つは「十分な睡眠」、2 つ目は「自主的な行動」、3 つ目は、「楽

しくやること」、4 つ目は「過度なストレスをためないこと」。5 つ目は「良い加減を身につける事」

無理せず淡々とやることなどが長期記憶を身につけるのにとても重要なのだ。 
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この 5 つの要素をクリアできる学習指導ができれば、どの子も脳力アップし学力アップするこ

とが分かってきたのである。もちろん、段階を踏んだトレーニングが必要だ。短期間で成果を出

す生徒もいるが、基本的には時間がかかる。 

 

5.吉岡流のトレーニング方法の開発 

これらの脳の活性化のメカニズムを応用して、吉岡氏は「直脳トレーニング法」を開発した。

吉岡流のトレーニング法は、科目ごとに区分して実施していく。小学生は『漢字』から始める生

徒が多い。「電源を切る」の「電源」という漢字を覚えるのに、普通は何回も書いて覚えるのだろ

うが、吉岡流では「見る、聴く、読む、書く」作業を通して文章そのものを覚えてしまえる方法な

のである。脳力が高くなれば、漢字の「はね、払い、止め」も覚えてしまう。 

中学生は英語から始める生徒が多い。英語がどうしても苦手という子は、自分の好きな科目、

歴史が好きであれば戦国時代を中心に集中して、そこのところを何回も繰り返し学習する方法

をとっている。そうすると、英語の嫌いな子も比較的スムーズに英語の単語を覚えていくようにな

る。 

漢字、英語、社会、理科の科目から教材を作成し、効果的なトレーニングができるように工夫

している。 

 

6.情報化の概要 
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るが、偏差値が上昇し、スポーツも上手くなった。本人も保護者も意識改革ができ、成績が向
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上することは確実である。 

⑵現状システムの概要 

現在は、HP で直脳トレーニングを PR しているが、インターネットによる直脳トレーニングシ

ステムは、2014 年度に経営革新計画が認定を受けたので、これから開発を行う計画である。

システムは基本的にシステム会社が開発したパッケージソフトを利用している。これを活用し、

インターネット生からの質疑応答に答える準備も進めている。 

顧客管理は、入塾の生徒のデータを蓄積しているが、今後は、データ解析を行い、直脳ト

レーニングシステムの効果を類型化するなど、トレーニングシステムを改善するために活用

する予定。 

ネット販売は、現在使用している教材の中で、はじめは、小学生英語からアプリ化し販売

する予定である。ネット販売のフレームワークは、今後、検討していく。 

社長がすべてを仕切る予定であるが、情報化に関する知識、経験が乏しい。同センター

の専門家派遣制度を利用して、専門家からのアドバイスにより体制を整える。 

 

7.情報化を推進するための課題 

⑴吉岡流の脳力アルファの基本コンセプトを明確にすること 

既に 10 年間、教育現場で独自の学力アップトレーニングで実績を積んできたが、事業戦

略や事業コンセプトが曖昧であり、子供たちの脳力アップへの熱い思いは伝わるものの、長

期的なビジョンや方針が定まっていない。 

さらに、本トレーニングは、小中学生の学力アップを目指すが小学生以前の幼児に目を向

けたものか、中高校生の大学受験者を対象にしたものか、さらに就職にも役立つ、社会人向

けにも有益であるとするが、対象ターゲットと事業ドメインが広範になり、事業コンセプトが曖

昧になっている。しかも、スポーツ分野でも選手として活躍できる能力アップが出来ることも視

野にいれている。 

そのため、吉岡流の脳力アルファのトレーニングの良さを、ターゲット毎に伝えるコンテン

ツを絞り込んでいくなどの工夫が必要である。 

⑵アナログとネットの組合せによるトレーニングの工夫 

本トレーニングのビジネスモデルとしては、独自の教材と脳の活性化の 5 つの要素を吉岡

先生の熱き思いで教示する包括モデルである。 

単に同塾が開発した教材だけを配布しても、長期記憶を身につけるには不十分である。

子供たちの個性を見抜き、トレーニングが停滞した子供には、学校生活を楽しく過ごせるよう

に声掛けして状況に応じてほめて自信をつけさせる。例えば、トレーニングのスピードが落ち

てきた子に、その理由を探って、取り除いてやり、自信を持たせる。勉強以外の学科やスポ

ーツで成果がでていれば、それを見逃さないでチェックし、声掛けをして本人にも気づかせ

る。これもノウハウの 1 つである。 

吉岡流学習トレーニングは、HP やパンフレットだけではなかなか伝わらない。各地で(ミニ)
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学習会などを開催し、脳力アルファをコアとした教育システムの賛同者(ファン)を増やしてい

く。それと並行して HP でコンテンツを刷新していくことが必要であろう。 
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【販路開拓と情報化】 27 

伝統木工技術「組子」 欄間、和風建具等をネットで国内外に販売 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社タニハタ 

   代 表 者：谷端 信夫 

   従業員数：14名（正社員 10名、パート・アルバイト 4名） 

   資 本 金：2,100万円 

   設 立 年：1959年 2月 

   所 在 地：富山県富山市上赤江町 1-7-3 

   売 上 高：1億 5,000万円 

   業 種：木製建具製造 

   U R L：http://www.tanihata.co.jp/ 

事業概要：組子欄間（和風間仕切り、格子の引き戸）を受注生産体制で製作 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1959年 創業 

1972年 全国建具展示会 内閣総理大臣賞受賞 

1992年 現社長、事業継承 

2000年 ネット販売開始 

2003年 代表取締役に就任 

2007年 東京新宿にギャラリー出展 

2010年 経済産業省 中部ＩＴ経営力大賞優秀賞受賞 

2012年 ニューヨークに国際現代見本市出展 

2013年 神戸ギャラリー出展、 

富山県デザイン展ウェブサイト デジタルコンテンツ部門賞受賞 

⑵会社方針 

あくなき挑戦。チャレンジ精神を持つこと。伝統工芸の長所を見つめ直し、本物志向を追

っていく。目先の技術を追うのではなく、木材加工の裏にあるコンセプト。文様の中にある人

間を幸せにする思い、歴史の重み、先人が思いを込めて製作したものを伝えていく。 

⑶経営環境及び同社のあゆみ 

1959 年社長の父母が創業。遠く飛鳥時代から伝わり、長い年月をかけて磨き抜かれ、現

代に受け継がれた伝統木工技術「組子」で欄間、和風建具を製造・販売。 釘を使用せず熟

練した職人が微細な技術を使い手作りしてきた。 

住宅着工数の減少、若者の和室離れ、取引先の倒産。バブル崩壊直後の 1992年父親の
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後を継ぐ。始めは職人として 5 年間修業。その当時、同社は厳しい状況にあった。会社存続

のため、「これからは『洋』の時代。洋風の欄間を作ろう」。和室向けの欄間は捨て、洋風の間

仕切り商品へ転換を図った。早速、試作品を作り、全国の百貨店やホームセンターなどを飛

び込みで営業。品質の良さや珍しさから洋風の間仕切りは評判を呼んだ。量産できる体制を

整えるため、工場建設や機械の購入など設備投資は惜しまなかった。商売は軌道に乗った

かと思われた。 

しかし、最高の技術や難しい仕事を目指し、昔から会社を知る熟練の職人が、洋風では技

術の高みは目指せないと言って辞めてしまった。さらに、中国から入ってきた洋風商材の値

段が同社の価格の 10 分の 1 となり、顧客を失っていった。和もなくし、洋もだめという四面楚

歌の状態になった。 

どん底から再び転機が訪れたのは 2000 年からネット販売を開始したことであった。当初は、

まったく販売に繋がらなかった。2005年ごろから、客から「欄間や引き戸をやってくれないか」

との声があった。創業者の父が末期がんを患ったこともあり、会社の行く末を見てもらおうと和

室向けの組子欄間の挑戦を決意した。 

2006 年に「和」を前面に押し出した HP を制作。各方面から反響があり、低迷した売上も

徐々に回復し、売上も順調に伸びてきた。現在では組子欄間は羽田国際空港日本航空ラウ

ンジ、関西国際空港、ザ・リッツ・カールトンホテル、スターバックス、そしてアップル社施設や

東京スカイツリーの商業施設「東京ソラマチ」のほか、香港やドバイの飲食店などでも空間を

演出している。 

2012年にニューヨークで開かれた国際現代家具見本市にも初出展した。 

   組子デザイン 

帯わけ組子（間仕切り仕様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ザ・リッツ・カールトン東京 
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二種組子入間仕切り 
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2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

会社の核がホームページの核と考え、自分の会社の一番の特徴は何か。自分の会社、組

織はなぜ生き残ってきたか。今までの顧客はなぜわが社を利用してくれたか。顧客がうちの

会社を利用するときにまず最初に何をイメージするか。など HP に会社の方針、うんちくを心

置きなく述べる場としてきた。「会ったことがないからといって気を抜いた仕事をしたらだめ。

海の向こうにいる、これを使う人の笑顔思い浮かべながら仕事をする。ここは仕事の要。気持

ちを込め、汗を流しながらキリで懸命に穴を空ける職人達の働く姿に、今も昔も違いはない。

こうした姿、思いをネットで伝えていく。何度も倒産の危機に遭いながらも、Web サイト、顧客

管理システム、構内電話など、ITのおかげでここまで事業を継続できた。」と社長は語る。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯・目的等 

公益財団法人富山県新世紀産業機構の IT活用研究会に参加、その後「本気でネット」

の会員になり、ネット販売の基礎から活用まで勉強した。同会は会員同士が切磋琢磨しな

がら研究し販売実績をあげるよう努力している会である。同社も 10年以上参加している。 

売ろう、売ろうとして肩の力が入っている情報よりは、少し砕けて自分も楽しんでいるくら

いの情報が見ている人に伝わり、それが結果としてたくさんの支持を得ることとなる。もちろ

んそれだけでは、本当に売りたいものは売れないので、「商品写真」や「作業風景」などク

オリティの高い写真をアップして全体の情報のバランスを考えながら投稿する。行き当たり

ばったりではなく絶妙に計算された情報を投稿することを心掛けている。Facebook のいい
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ね数、コメント数、シェア数コメント内容などユーザーの関心の高さの違い、本音の部分も

みてとれる。製品の PR、新製品市場調査、新規販売先開拓、新規仕入れ先開拓等

Facebookの有効活用により多くの情報が得られる。 
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ト販売により、売上が全国及び海外にも広がった。また、県外から人を呼び込んで組子の

良さ「木のぬくもり、質感など組子の良さ」を知ってもらう体験の場を提供している。 

IT を駆使しながら、自ら動いて日本のものづくりの良さをネット及び実際に肌で感じる体

験の場を通してアピールし続けている。 
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【販路開拓と情報化】 28 

ネット販売とリアル店舗の融合システム構築により販売力強化 

～単品管理で浮き上がる販売戦略を支えるシステム構築～ 

 

企業概要 

企 業 名：有限会社ビジョンケア 

   代 表 者：川上 鎭夫 

   従業員数：47名（正社員 28名、パート 19名） 

   資 本 金：300万円 

   設 立 年：1999年（事業開始年：1981年 3月） 

   所 在 地：神奈川県逗子市逗子 4-1-7-601 

   売 上 高：20億円 

   業 種：メガネ・コンタクトレンズの小売業 

   U R L：http://www.visioncare.co.jp 

事業概要：メガネ・コンタクトレンズの店舗販売事業、インターネット販売事業、関連会社でア

ロマ、サプリの関連商品販売事業 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1981年 神奈川県逗子市においてメガネ店を開設 

1999年 有限会社ビジョンケアを設立  

1999年 楽天市場内初のコンタクト販売開始 

2001年 Yahooショッピングセレクトで初のコンタクト販売開始 

2013年 リアル店舗とネット販売のシステム化を図る  

⑵会社方針 

自由な発想を大切に、常に新しいものへの挑戦をしていく。大手企業に負けない発想を

大切にし、今後もチャレンジャーとして活動していく。ネット販売でもコンタクトレンズを安心安

全のもとに購入出来るようにする。実店舗と同等のサービス提供をネットでも展開していく。 

（例）返品交換から不良品の対応、チェックシートの作成、全国眼科情報の提供、全メーカー

直接取引を行いメーカーとの協同バックアップ体制をとっている。 

⑶経営環境 

1990 年代は、チェーン店や安売り店が台頭し、猛烈なチラシ攻勢など経営環境が激変し、

売上拡大の先細りが懸念された。1999 年に神奈川県より専門家を派遣してもらい、売上確

保のためネット販売による新規市場進出。楽天市場に初のコンタクトレンズ販売を開始。 

その後、ネット販売を強化し、現在 26 サイトを運営。同時にリアル店舗の多店舗化も進め

る。 
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2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

日常業務で間違いが発生しやすいところからシステム化を図ってきた。商品の外観に差異

がないので、ピッキング作業等で間違いが多発したため、見やすいリストを作成。また、配送

伝票の書き写しの間違いも多かったため、宅配便の配送伝票発行により正確さと省力化を

追求した。日常業務で時間がかかる注文作業のシステム化を図った。メーカーへの注文締

切り時間に制限がある発注の問題を、納品書発行・メーカーへの発注書の自動発行により

手間の省力化を追求した。 

ネット販売とリアル店舗が共有出来るシステム化を図ってきた。月間受注箱数、在庫箱数

が多いため商品管理が困難なので、単品管理システムを導入し作業の効率化と在庫の適正

化を追求している。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯・目的 

2000年に神奈川県より IT技術企業・支援企業の認定を受け、 配送伝票の自動化のシ

ステムを導入。2001 年、バックヤードの管理システムをはじめて導入、既存のソフトを導入

して配送伝票以外に納品書・受注伝票等の打ち出しが可能になる。 

2010 年、商品発注のシステムを導入。CLIOS による自動発注システムで注文時間の短

縮を図る。2013年、ネット販売以外のリアル店舗でもシステムを導入し、ＰＯＳシステムで各

店の売上げと顧客管理が瞬時に見えるようにした。 

㋑導入にあたっての制約事項 

ⅰ）IT知識の不足 

経営コンサルタントに相談し、外部人材を導入した。 

ⅱ）IT化の問題意識がない 

一気に全体の IT化を進めるのではなくトラブル発生の高い順に導入し、意識を高め

てきた。 

ⅲ）社内環境の不整備 

売上増に社内環境がついて行けなくなり、IT 化のスピードが鈍化。その都度事務所

の移転で対応した。 

ⅳ）EC 環境（モールのシステム変更やデバイスの変化等）がめまぐるしく変わり、その対応

に追われ安定したシステム提供が出来なかった。既存のシステムを利用することで無

駄な時間を削減出来た。 

Ⅴ）IT化の予算が組めなかった。 

バックヤードに投資する予算計上の経験値がないため、各種セミナーに参加して知

識を吸収してきた。 

㋒導入の体制 

専用プリンター等の導入で作業時間の短縮を全スタッフが認識し対応した。バックヤー
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ドの管理システムとして既存のソフトと無料システムを導入。ＩＴ知識のあるスタッフを入れ、

自社開発のネット販売とリアル店舗が共有出来るシステムを導入した。 

また、外部の専門業者の協力を得て、全社的な売上･在庫管理を一元化出来るようにし、

単品管理を導入、リアルな売上情報の閲覧を可能にした。全店の売上げ情報がどこでも

閲覧出来る状態になり、スピードをもって対応出来る体制が整備された。 

㋓具体的な導入方法 

EC 業界の進捗状況をみて、最低限の経費でシステム化を行った。市場で一番安い受

注管理ソフトを導入、ランニングコストも最も安く導入した。発注システムも無料で導入、発

注ソフトと連携を図った。リアル店舗では経験のある人材を投入し、自社開発を手掛けた。

ネットとリアル店舗共通のシステム化に取りかかっている。 

㋔情報化システムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㋕導入の成果 

ⅰ）作業のスピードアップ（受注管理、配送管理作業等の効率化） 

ⅱ）誤作業における誤発送の回避（正確化） 

ⅲ）単品管理が可能（在庫管理、商品ＡＢＣ分析（売れ筋）、売上分析、ロット管理、経営分

析等）経営分析指標を現場サイトから見ることが出来、より適切な経営戦略を立てるこ

とが可能となった。次なるＩＴ化へ向けて前進した。 

㋖成功要因、失敗要因 

成功要因 

最初から大規模なシステム導入ではなかったため、時代にあった運営が容易に出来た。

既存システムを導入することにより、次なるシステムの開発費が捻出出来るようになった。

EC、リアル店舗共に多店舗化のスピードアップに繋がった。 

失敗要因 

必要に応じてシステムを構築してきたため継ぎ足し的なシステム構築になっている部分

がある。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点及び今後の展開 

㋐5年後を見据えたシステム化の構築。バラバラに構築してきた IT化の結合。 
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㋑今後の展開 

ⅰ）多（他）店舗化にあわせた店舗の特性づくり 

・きめ細やかなサービスを提供するため、地域やサイトのコンセプトにあった商品提

供。 

・販売価格の設定をスピーディーに行うことが出来、競合他社より優位に販売をして

いく。 

ⅱ）単品管理で出来る新しい運用方法 

・商品分析で売れ筋商品の販売チャンスを逃さない。 

・顧客分析がきちんととれるため予測販売が可能になる。 

・ロット管理を元に適正な在庫管理が可能になる。 

・現場から見た経営分析も可能になる。 

ⅲ）異業種とのコラボを見据えた管理とシステムの運用。 
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【販路開拓と情報化】 29 

ネット販売で多店舗展開、実店舗との一体運営で取扱商品を拡大中 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社キャピタルスポーツ 

   代 表 者：新谷 和敬 

   従業員数：60 名（正社員 17 名、パート・アルバイト 40 名） 

   資 本 金：1,000 万円 

   設 立 年：1978 年 9 月 21 日 

   所 在 地：大阪府豊中市北桜塚 3-1-5 

   売 上 高：11 億 7,000 万円 

   業 種：小売業(スポーツ用品) 

   U R L：http://www.capitalsports.jp/ 

事業概要：テニス・バトミントン用品の卸売販売、テニス・バトミントン用品の外販 

          Web 事業部－ テニス・バトミントン専門店「ラケットプラザ」、テニス・バトミントンの

プロショップ「LUCK PIECE」、卓球専門店「卓球本舗」、スポーツ

用品全般「スポーツプラザ」 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1977 年 会社設立 

1978 年 池田市石橋にて「ラケットプラザ石橋店」を開業 

1990 年 石橋店増床 

1995 年 吹田市江坂町にて「ラケットプラザ江坂店」オープン 

1996 年 資本金 10,000 千円に増資 

2005 年 ＷＥＢ事業部本格立ち上げ 

2009 年 三宮店開店 

2010 年 ＷＥＢ事業部/管理本部業務拡大により移転 

2012 年 豊中店開店 

⑵会社方針 

『スポーツを通じて叶うものがある─ 株式会社キャピタルスポーツは、スポーツを通じてお

客様の健康と夢の実現の一端を担います。』 

⑶経営環境 

スポーツ用品販売は全般的にあまり良くない状況で、事業者数は減少傾向である。年配

の経営者が多く単独店舗が多いので後継者等の問題も関係して廃業するケースがあるもの

と考えられる。同社はネット販売をやっているため売上規模的には大きくなっており、今後も
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2009 年 三宮店開店 

2010 年 ＷＥＢ事業部/管理本部業務拡大により移転 

2012 年 豊中店開店 

⑵会社方針 

『スポーツを通じて叶うものがある─ 株式会社キャピタルスポーツは、スポーツを通じてお

客様の健康と夢の実現の一端を担います。』 

⑶経営環境 

スポーツ用品販売は全般的にあまり良くない状況で、事業者数は減少傾向である。年配

の経営者が多く単独店舗が多いので後継者等の問題も関係して廃業するケースがあるもの

と考えられる。同社はネット販売をやっているため売上規模的には大きくなっており、今後も
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事業を拡大する方向である。 

 

2.情報化の概要 

⑴店舗販売システムの概要 
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他の IT 化した部分では、グループウェアを導入し複数店舗間でスケジュールの管理や回

覧板を活用している。売り上げの報告やコメントをやりとりしている。情報はネットも実店舗で

も共有している。 

㋐導入の体制 

すべて開発依頼は新谷社長(40 代)がやっている。特に勉強したわけではないが、シス

テムは抵抗感がなく、これまでの経験からある程度わかるようになってきた。SEが社員に一

人いるので、細かなところはまかせられるし、自社でシステムを作ることができるレベルにあ
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る。システム化のアイディアは新谷社長の発想が多い。社員からもあるが、ある程度システ

ムがわからないとイメージもわかないので少ない。新谷社長が口頭でやりたいことを SE に

伝えて、仕様に落としてもらって調達するパターンが多い。他には社長の友人関係から事

例を聞いて、良いと思ったら業者を呼んで話を聞いたりする。 

㋑導入にあたっての制約事項 

思ったタイミングでシステムが完成しない、自分たちの商売の感覚からいうと総じてコスト

が高い、追加開発が必要になる、など。費用対効果が望めないことがある。例えば 10年掛

かってやっとペイするなど。その場合には同社は導入をあきらめている。 

㋒具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

ソフト会社のエンジニアに開発委託が基本である。クラウドは Amazon のストレージサー

ビスをバックアップで使っている。しかし、顧客と従業員の情報があるデータはすべて自社

で保存、運用している。大手でも顧客情報漏洩のニュースがあるが、どんなことをしても防

ぎきれないと思うので使い分けている。 

㋓導入の成果 

ネット販売が 7 割、リアル店舗 3 割の売上比率。ただし、ネットはモールの出店料、決済

費用、送料、人件費などが多くかかっている。実店舗を含めたトータルで仕入のコストが下

がるのが一番のメリットである。 

㋔成功の要因・失敗の要因 

ネットショップは本社の入居ビル内にたまたま詳しい人がいていろいろ教えてもらった。

なぜネットで売れたのかよくわからない。業務を委託しているシステム開発会社や社員から

助言を受けることはある。大きな POS レジを入れるときは、楽天ビジネス等で見積もり依頼

を出して多くの提案を受けることがある。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

社長に就任して 1 年経過したところだが、小売業なので大きくしていかないといけないと考

えている。販売力が力になる。人口減の中でスケールメリットがないと生き残っていけない。

基本的には外部サービスはなるべく使わずに、社員を増やして内製化する方向である。ネッ

トで集まった情報が 20 万人くらいあるが、それを加工してなにか新しいことをやりたいとは思

っている。ネットショップのノウハウが蓄積されてきたので、新事業としてネットショップ向けの

ソフトとサービスを提供しようと考えている。 
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【販路開拓と情報化】 30 

店舗販売の傍ら社長一人でネット販売運営、コアな顧客の獲得に成功 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社陽春園植物場 

   代 表 者：野里 元哉 

   従業員数：27 名（正社員 7 名、パート・アルバイト 20 名） 

   資 本 金：2,000 万円 

   設 立 年：1887 年 

   所 在 地：兵庫県宝塚市山本台 1-6-33 

   売 上 高：非公開 (5 億円未満) 

   業 種：小売業 

   U R L：http://www.yoshunen.co.jp 

事業概要： 

園芸店 

ガーデニング用草花、ガーデニング用品の展示販売、カフェ、オンラインショップ 

造園部 

個人邸の小さな植木の植栽、造園、外構から大型緑化工事 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1887 年 創業 

 

父親である先代が植木屋として事業を起こした。先代社長が事業を起こした時が日本で

園芸が始まった時期に重なる。当時は大阪万博で緑化についての関心が高まり、園芸ブー

ムが到来した。バブルがはじけてからも英国風のガーデニングブームがきて、世の中の不景

気の影響を受けない業種と言われてきた。しかし、2000 年代に入ってきたあたりから、ここ 10

年くらいは低迷している。 

⑵会社方針 

「親切、大切、顔」というキャッチフレーズでサービス業としての心得を先代社長が掲げ、い

まも継承している。一人一人の社員がお客様に対する顔であるという意味。現状のお客様は

リピータが多い。 

⑶経営環境 

園芸業界は全体的に景気が良くない状況で、全体として事業者数は減っている。景気と

後継者問題が大きな要因ではないかというのが野里社長の見解である。野里社長自身は 42

歳、就任 3 年目である。 
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小売では個人客が中心で植物と園芸資材を販売している。この地域は園芸業者(生産者)

が多い土地柄である。同社ともう一社が小売りをしているが、大多数は卸売りだったり、お客

様が来た時だけ対応するような商売だったりしている。古い町で大阪のベットタウンとなって

おり、多くは梅田に出る。最近は宝塚山手台や伊丹市との間などは住宅造成されており、若

いお客様が一戸建てに住んでいる。営業して 40 年くらいなので、固定客とクチコミや新聞本

体記事広告や折り込み広告などで同社を知って来られることが多い。休日に車で来る人が

多く、自宅用や贈答用の高級な蘭などを購入する。同社の商品は大阪市内よりは安いが、

品質重視で安売りはしていない。同社はすべて市場から仕入れて売る形である。関西のホ

ームセンターは資材中心の売り場で、園芸店とは棲み分けができている。 

造園部門については個人のお客様がほとんどである。最近の個人宅は日本庭園などの庭

を持つ家が無くなってしまい、シンボル的に植樹している洋風な小さな家が多くなり、職人が

一日かけてやる仕事ではなくなってしまった。数をこなしているが効率は悪いため、地域密

着でやらないと採算割れしてしまう危険がある。 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

個人情報をなるべく出さない。できるだけ内製化したい。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯 

最初は経理のシステム化をオフコンで始めた。経理の次で IT 化したところは顧客管理

で、パッケージシステムを MS-DOS上に入れた。最近になってWebの会社案内HPとネッ

トショップを始めた。経理・給与は税理士にアウトソーシングしているが、入力や定型処理

は自社(株式会社 TKC クラウドシステム)で行っている。 

㋑システム概要 

現状は株式会社TKCのクラウドシステムを経理・給与共々利用している。専用ソフトをイ

ンストールするが自動でデータをクラウド上に吸い上げるもので、同じ画面を見ながら税理

士と会話できることや、いざという時データの保全がされているなどメリットもあるが、反面デ

ータのセキュリティに不安もある。ネットショップは自社サイトのみ運用している。 

㋒導入の体制 

ネットショップはシステム会社に発注して作ってもらっているが、SOY-CMS(コンテンツマ

ネジメントシステム)という無料ソフトを使って構築している。コンテンツの更新は野里社長

が担当している。その他、無料ソフトでオープンオフィスを活用している。ハードウェアの保

守のみ依頼しており、ソフトウェア保守は野里社長が担当していて、時々IT に詳しい友人

に相談している。売り上げがもっと伸びれば IT に詳しい従業員を入れることもできるが、今

はその経費が賄えない状況である。 

㋓導入にあたっての制約事項 

野里社長とその家族だけが ITの運用をしているが、ITに詳しい友人に相談することで、
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問題点はほとんど解決している。 

㋔具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

野里社長が一人でやっているので、運用費は月に 10 万円以下である。しかし、大きくし

ていくためにはある程度投資も必要であると考えている。それは、IT システムではなく、IT

を使った効果的な広告宣伝に投資したいとの意向である。 

㋕導入の成果 

ネットショップは自社サイトのみだが、ネットショッピングのモールでは同業者はあまり見

かけない。楽天、ヤフーでは園芸関係は生産者が出しているものや、母の日などのイベン

ト時に大量受注する形で小売しているものが見受けられる。同社は大量の商品を出荷す

る体制が取れないので、そのような売り方はしていない。ネットでは外来種など珍しい植物

が売れている。当初は店舗と同じ品揃えをしていたがまったく売れなかった。店舗は年齢

層が高く、販促もチラシ広告、DMがよく、Web広告やメールマガジンは反応が鈍い。ネット

は若い女性や独身男性がコレクションするような用途が多くマニアックな世界である。完全

に別物として運用している。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

手探りで続けるうちに、ネットの顧客は来店客と違うことに気付いた。そこで、品揃えを変

えていった。まだ、成功と呼べる売上にはなっていないが、ネット販売に見込みがあること

が分かった。 

現状の ITシステムはよく運用できていると評価している。要因は ITに詳しい友人に相談

できているため大事に至らないで済んでいる側面もある。他にはシステム開発の依頼時点

で、社長自身が運用できないと思う機能などは要求していないことがある。発注者と使用

者が同じなので判断は容易である。そのため、開発費も抑えられ、費用対効果が出やすく

なっているのである。 

 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

実店舗は支店を増やさず、内容を充実させる。ネットは特殊な品揃えを広げていきたい。

新規事業として何かやりたいと強く思っている。真冬と真夏は売り上げが激しく落ちるので、

そこを埋められることを何かできればと考えている。新事業に伴い情報化の必要があれば必

要な分だけ導入する方針である。 
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【販路開拓と情報化】 31 

専門家や支援機関のメンバーで検討チームを組織し情報化を推進 

 

企業概要 

企 業 名：有限会社松屋旅館 

   代 表 者：大氣 新平 

   従業員数：9名＋役員 3名（社長） 

   資 本 金：800万円 

   設 立 年：1964年 7月（創業は江戸時代。正確時代は不明） 

   所 在 地：愛媛県西予市宇和町卯之町 3丁目 218番地 

   売 上 高：約 5,000万円 

   業 種：旅館・ホテル業 

   U R L：http://www.shikoku.ne.jp/matsuya/ 

事業概要：旅館と 2つのビジネスホテルがある。ただ、現在は旅館と第 1ビジネスホテル松屋

で宿泊中心の営業をしている。第2ビジネスホテル松屋は改築予定で、2016年に

は再オープンする予定である。 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

江戸時代 創業 

1800年頃 火災により焼失され、再建 

1964年 7月 有限会社松屋旅館設立 

1986年 第一ビジネスホテル松屋開業 

1993年 第二ビジネスホテル松屋開業 

2016年 第二ビジネスホテル松屋（リニューアルオープン予定） 

⑵会社方針 掲載可能範囲で修正・加筆をお願い致します。 

「心のおしえ」（福沢諭吉）を心得とし、ご先祖様と町、そしてお客様への「感謝の心」です。

特に旅館部門は 100年後にもある日本一の漬物の宿を目指し、江戸時代をキーワードとして

7 代にわたり守り続けてきた 200 年の間呼吸し続けている「糠床」と「おせったいの心」が誇り

です。 

 

 

 

 

 

   松屋旅館外観                                    「つけもの膳」 
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⑶経営環境 

アンケート回答時には専務であった現社長が、2014年 7月に代表となり、数年前から始め

ていた改革を本格化してきている。 

現社長はドイツで有機化学合成や植物生理学の研究をしていたが、父親の病気で 2003

年に帰国し、母と長男と共に経営を行う。当初は地域おこしなどの町の活性化に取り組むが、

従来からの生業的経営を続けていたため赤字経営におちいり、３施設すべてを現社長が運

営することになった。 

中核施設の「松屋旅館」は、1804 年建築の建物もあり、建物そのものの建築手法や構造、

掛け軸などの伝統的な資産も多く、また、歴史的に著名な人物も宿泊しており、その歴史的

検証・評価を進め、新たな価値をアピールしていく計画となっている。また、ここで提供してい

る「つけもの膳」は、江戸時代から 200 年生き続けている糠床で漬けており、材料も地域の四

季折々の野菜を漬け込んだものを用いていることから、この伝統を活かした料理の提供・アピ

ールも強化していく。 

第 1 ビジネスホテル松屋は、卯之町駅や公共施設、国道、飲食街に近く、ビジネスマンや

遍路客の利用が多くなっている。ここでは、旅館で提供している食事を活用し、食事内容の

充実したホテルとして、南予地域の宿泊特化型と差別化していくことにしている。 

第 2ビジネスホテル松屋については、改築中で、徹底したローコストで運営できる施設にし、

2016年半ばには新マネージャーを雇用し、低価格宿泊施設として再オープンすることになっ

ている。 

いずれの施設にも地域の観光パンフレットや情報発信機能を充実させ、地域密着型宿泊

施設として認知させていく。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

情報化については、規模に合った適切なシステムを構築し、推進していくことにしている。

特に、この 1年間で、現社長が牽引し、急速に改善を図ってきている。 

ハード面では、ノートパソコン 3台にデスクトップパソコン 1台、タブレット 2台を入れ、社内

のネットワーク化に力を入れてきている。また、ソフト面では、2014年 9月にはサイボウズ株式

会社（以下サイボウズ(株)）のグループウェアをクラウドサービスも含め導入している。ソフトに

ついてはテスト段階であるが、本年度中には本格運用を目指している。サイボウズ(株)は松

山市で創業した企業であり、現在も松山市に事務所を構えており、愛媛県の地域振興にも

熱心である。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

2013年のアンケート回答時はExcelを活用して販売管理と経理システムを管理していた

が、その後 1 年間で大きく前進し、ネットワークの導入まで進んでいる。ただ、導入したば
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かりであり、効果はこれからである。情報化の目的は情報を共有し、同社のビジョンに即し

て様々な改革に取り組んでもらうとともに、宿泊予約から宿泊当日の準備、対応等の指示

伝達を確実にするとともに、人員の勤務体制等にも反映させていくことにしている。 

㋑導入にあたっての制約事項 

情報化システムの内容検討に基づき、業者に最適なシステムを構築してもらうことはで

きるが、その運用が課題であった。IT知識に乏しい従業員が多く、社長の孤軍奮闘で始ま

っている。 

㋒導入の体制 

現社長に、専門家や関係機関の職員で検討チームを組織し、情報化を推進している。

当初は経営革新の申請目的の打ち合わせが多かったが、最近は ITに関わる従業員教育

の手伝いもしてもらっている。チームの組成は、公益財団法人えひめ産業振興財団のよろ

ず相談のメンバーに税理士、IT専門家、中小企業診断士である。 

他に、サイボウズ(株)の社長秘書の方が宿泊したことが縁で、個人的に様々なアドバイ

スを受けている。 

㋓具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

会社全体のビジョン達成に向け、社員教育と IT強化が課題として残っている。 

㋔システム概要 

情報化は個々の機能ごとに行っており、全体を一つのシステムとしてはまだ纏めていな

い。経理は税理士に依頼し、TDL のシステムを利用している。顧客名簿の管理は、1 施設

1000人程度なので Excelで管理している。 

予約はネット利用ができるが、同社の Web サイトからはできない。株式会社宿泊予約研

究所（以下(株)宿泊予約研究所）のサービスを利用し、顧客が複数の宿泊予約サイトから

予約ができるようにしている。広報機能としては、マスコミの利用も行っており、「つけもの膳」

等で NHKをはじめ民放など全国放送に出演している。 

社長個人の段階ではあるが、SNSにも力を入れている。以前はブログに力を入れていた

が、最近は Facebookがほとんどである。 

㋕導入の成果 

様々な改革の前は 20%～30%であった第 1ビジネスホテル松屋の稼働率が 60%まで回復

した。もちろん情報化だけの成果ではないが、情報化に向けた様々な取り組みも功を奏し

ている。 

また、予約システムについては、㋔で延べたように予約サイト運営会社と個々に契約を

行わず、複数の予約サイトと取引のある(株)宿泊予約研究所のサービスを利用している。

運営会社と直接契約すると運営会社からのプレゼン等が多く、少ない人数で運営している

同社では対応できなかった。間接的に利用する方法を採用することで、時間の節約ができ

るようになっている。 
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㋖成功の要因・失敗の要因 

道半ばであり、評価はまだできない段階である。 

⑶企業外（支援機関・支援者）からの支援の具体的内容と評価 

基本的には検討段階での協力であるが、財団からは一部専門家派遣の助成を受けてい

る。 

メンバーすべてが謝金の多寡に関係なく松屋旅館を地域の大切なものとしてとらえ松屋旅

館経営改革に取り組んでおり、IT の専門家からは、IT に係る考え方を通し業務遂行の基本

姿勢について従業員教育もしてもらっている。 

⑷今後の情報化計画と導入の留意点 

SNSを会社として進めていくには担当者を置かなくてはならないと考えている。 

また、海外からの宿泊客誘致に活用していきたいと考えている。 

 

3.公的支援機関の支援の内容と期待 

公益財団法人えひめ産業振興財団の「よろず相談」の支援を受けている。 
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【新事業と情報化】 32 

プロジェクター用スクリーンを Web 販売に特化して事業展開 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社シアターハウス 

   代 表 者：吉村 明高 

   従業員数：１１名 

   設 立 年：2001 年 8 月 

   所 在 地：福井県福井市天池町 32－6 

   U R L：http://theaterhouse.co.jp 

事業概要：プロジェクター・スクリーン 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

2001 年 8 月 有限会社吉村光学研究所を設立 

2003 年 9 月 株式会社ピュアビジョンに組織変更 

2004 年 2 月 株式会社シアターハウスに称号変更 

⑵会社方針 

製品を通じて皆様に「より豊かな生活」をお届けします。 

大画面ホームシアターは人々が豊かに暮らす為のひとつの有効な手段になり得ると考えて

います。私たちは高品質な製品をお客様に提供することにより、皆様のより豊かな暮らしを積

極的にサポートする会社を目指しています。 

起業の原点は、自分と同じように思い通りの画面を手に入れることが出来ずにいる映画好

きの人たちに最高のスクリーンを提供したいという思いから。 

美しい映像を得るための妥協を許さないスクリーン生地へのこだわりや、お客様の求める

シアター環境に限りなく近づけるための当店独自のサービスなど、他店にはないこだわりを

持つことを大切にしていきたいと思っております。 

⑶経営環境 

㋐趣味が高じて新会社を設立 

同社は映写スクリーン専業メーカーであり、販売は Web サイトを通じて全国に展開して

いる。2001 年に、吉村社長がホームシアターを楽しむために趣味で制作した映写スクリー

ンを、“ヤフオク”に初めて出店し、月 30 本程度の注文があった。「これは商売として成り立

つ。」と実感したのが、本事業のスタートであった。 

近年、TV の画像が年々大きくなったとはいえ、概ね 50 インチ程度である。映写スクリー

ンは、TVとは違う世界が広がる。横幅が 2倍になれば映像面積は 4倍になり、映像を見た

インパクトが違うのである。吉村社長も、友人が 100インチのスクリーンで映画を楽しんでい

－ 174 －



- 1 - 
 

【新事業と情報化】 32 

プロジェクター用スクリーンを Web 販売に特化して事業展開 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社シアターハウス 

   代 表 者：吉村 明高 

   従業員数：１１名 

   設 立 年：2001 年 8 月 

   所 在 地：福井県福井市天池町 32－6 

   U R L：http://theaterhouse.co.jp 

事業概要：プロジェクター・スクリーン 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

2001 年 8 月 有限会社吉村光学研究所を設立 

2003 年 9 月 株式会社ピュアビジョンに組織変更 

2004 年 2 月 株式会社シアターハウスに称号変更 

⑵会社方針 

製品を通じて皆様に「より豊かな生活」をお届けします。 

大画面ホームシアターは人々が豊かに暮らす為のひとつの有効な手段になり得ると考えて

います。私たちは高品質な製品をお客様に提供することにより、皆様のより豊かな暮らしを積

極的にサポートする会社を目指しています。 

起業の原点は、自分と同じように思い通りの画面を手に入れることが出来ずにいる映画好

きの人たちに最高のスクリーンを提供したいという思いから。 

美しい映像を得るための妥協を許さないスクリーン生地へのこだわりや、お客様の求める

シアター環境に限りなく近づけるための当店独自のサービスなど、他店にはないこだわりを

持つことを大切にしていきたいと思っております。 

⑶経営環境 

㋐趣味が高じて新会社を設立 

同社は映写スクリーン専業メーカーであり、販売は Web サイトを通じて全国に展開して

いる。2001 年に、吉村社長がホームシアターを楽しむために趣味で制作した映写スクリー

ンを、“ヤフオク”に初めて出店し、月 30 本程度の注文があった。「これは商売として成り立

つ。」と実感したのが、本事業のスタートであった。 

近年、TV の画像が年々大きくなったとはいえ、概ね 50 インチ程度である。映写スクリー

ンは、TVとは違う世界が広がる。横幅が 2倍になれば映像面積は 4倍になり、映像を見た

インパクトが違うのである。吉村社長も、友人が 100インチのスクリーンで映画を楽しんでい

- 2 - 
 

るのを見て、自分でもなんとか大型スクリーンでの鑑賞ができないかを考えた。「中古のプ

ロジェクターを購入し、スクリーンは自分で作ってみた。」と言う。 

㋑映写スクリーン市場はニッチ市場 
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他社が非常な勉強熱心で刺激を受け、経営に役立つ有益な情報交換ができたことで、「劇

的に経営姿勢が変わった。」と吉村社長は強調された。仕事に対する数字の把握、毎年、売

上を伸ばしていくことの必要性も学んだ。 
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現在、同支援センターの専門家派遣では、自身もネット販売支援の専門家として企業に

出向き、ネット販売のアドバイスをしているが、自身の勉強にもなり、教えられることも多いと言

う。 

⑵ネット販売の販売戦略 

同社の映写スクリーンは、品質面では“10 年保証”をつけているが、リピーターは少なく一

元の顧客が中心である。そのため、いかに新規顧客を確保していくかが大きなカギとなる。 

現在、1 日のアクセス数は約 1,200 人。商品の特性から季節性も高く、ボーナス期、夏休

み・冬休み、お盆、正月、特に個人用では正月の 11～12 月の室内でホームシアターを楽し

む人が増えるので、アクセス数、注文も増える。さらに 3 月期は、法人の決算期でもあるため、

スクリーンの購入が増える。学校 PTAでは、卒業記念にスクリーンを贈ることも多くなる。お客

様は、従来、個人ユーザーが 90%であったが、現在、プロジェクターの性能が高まったことや

安価になったことなどから、法人需要も多くなり、法人と個人の割合は半々になってきてい

る。 

法人向けは、学校や公共施設向けの販売も増えている。大学などの学校は、従来、入札

方式で参入ができなかったが、現行では学校から直接、注文も入ってくるようになってきた。

法人事業所では、社内会議やプレゼンでプロジェクター利用が日常的に多くなってきている

ため、各会議室にスクリーンを設置するところも多くなってきている。 

ECサイトの売上を伸ばすには、「訪問者数×転換率（コンバージョン率）×客単価」の 3要

素のいずれかを伸ばしていくことが必要となる。訪問者数を増やすには、お客様にとって見

やすい HP の制作が不可欠となる。転換率では、通常、1%程度（100 人訪問して 1 人）である

が、これを 2%位まで引き上げればと対策を立てているが、非常に難しい。とくに、食料加工品

とは違い、一元客が多く、転換率が高くない。客単価はまとめ買いや付属品などをいかにし

て購入してもらうかがポイントとなる。 

⑶営業よりホームページ（以下 HP）に磨きをかける 

同社は営業マンを置かず、カタログも作成しない方針である。営業は非常に効率が悪く、

インターネットだけに集中して、HP をいかに真面目にお客様からみて分かりやすくするかに

最大のエネルギーを費やしている。ネットは、お客様が能動的に検索し、自分の欲しい物を

さがして注文をくれるもので、全国のマーケットに PR できる。 

映写スクリーン、プロジェクター、大型スクリーンの 3つのキーワードで、検索エンジントップ

に必ず来るようにしている。業者に SEO対策を依頼したことはない。もともと検索エンジンは、

お客様が一番有益である情報がトップにくるためになっているもので、そのためにお客様へ

の有益なコンテンツや情報を良くするように、コツコツと作り上げてきた。スクリーンの HP のコ

ンテンツは日本一を自負している。日々、まじめに商売をやり、コンテンツを磨いた結果、約

1,000 ページになっている。HP は、ファーストビューで「私が欲しいと思うものが HP に記載さ

れていること。」がポイントであると、吉村社長は強調される。 

納期も注文を受けたら当日か翌日発送できる体制になっており、朝 10 時までに申し込み
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があれば、当日に出荷可能、全国に届けることも可能となっている。 

また、ネット販売での代金回収は、前払い制であり、すべての商品はカード決済、代引き、

あるいは銀行振り込み後に、商品を発送するので、資金回収面でのトラブルはない。 

⑷同社の経営理念は、楽しく仕事をすること 

吉村社長は、「小さいからこそ出来る、小回りの良さ」を最大限アピールする。小さな会社

が特注品をスピーディに制作・お届けできるメリットがある。大きな会社では品揃えは豊富で、

その中から選んでくださいという、洋服屋で言えば吊るし服屋のようである。しかし、同社は、

1 日 20～30 本程度の生産量が限度であるが、お客様の要望にあった商品をオーダーメイド

で制作し、納品できる。例えば、スクリーン設置幅が 250cm であれば、お客様は 245cm のス

クリーンが欲しいはずである。それに十分対応できる。200 本の注文には応じかねるが、小回

りの利く注文が要望に応えられる、注文を受けてから制作にとりかかるため、在庫も大きくな

い。受注が少なくなった時には、付属品(支える金具など)を生産するなど、生産現場も臨機

応変に対応している。 

また、他社との差別化戦略として、「10 年保証」「30 日間返品」「返金可能」「商品価格の

20%で張替ができること」を前面に出している。これらの保証で売上高が大幅アップし、単価も

上げていけるようになった。 

毎年、新製品開発に積極的に力を注いでいる。HP のコンテンツを充実するのも不可欠で

ある。現在、注力している新製品開発は、お店でお客様が外からスクリーンを見られる「透過

スクリーンの開発」である。都会では店舗などの需要が多いので、この新製品を販売予定で

ある。 

このように同社の方針は、①営業マンは置かない、②ネットに集中すること、③購入された

お客様が自ら設置することで効率性を高めること、④据付人員を置かないことである。お客

様からの要望で映写スクリーンの据付の要望もあるが、同社はあくまでインターネットでの販

売に限定している。どうしても工事を伴うところまでを要請される方には近くの電気屋で据付

などをやってもらっている。ネット上で取扱いも十分に説明するようにしている。 

⑸HP 作成の最近の動向 

インターネット販売のみで商品を販売する同社にとって、いかにお客様に分かりやすく、し

かも製品品質が良いかを分かってもらうために、日々、新たな取組みをしている。とくに最近

は、テキストで文字や写真でいろいろな視点から説明してもお客様がなかなか読んでくれな

い。ネット環境も良くなったことも背景にあるが、“動画”を使っての商品説明を始めている。ま

た、PC はもとより iPad、iPhone、携帯電話からの注文も多くなり、多様なモバイル機器に対応

できるようにしている。社内のシステムはクラウドを利用するようになったので、吉村社長が外

からでも注文状況、生産状況等を全て見られるようになった。 

⑹顧客管理はメールで対応 

同社の製品は、リピーターが少なく、顧客管理は既存メールで管理している。問い合わせ

から受注、代金回収、発送など、一連のデータはメールでのやり取りでなされている。マーケ
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ットは国内のみに限定している。国内では、返品やクレーム交換は無料、気に入らない時は

取り替えも可能にしている。もし、海外市場へも販売すれば、使い方が間違っていたり、返品、

クレーム対応ができないし、コストアップとなるのでやらない方針である。海外輸送費も高くな

る。 

生産現場では、2014 年 6 月頃から iPad を導入した。それまでは注文書を紙ベースでやっ

ていたが、注文を受けてから生産まで、IT 化され、いつでも進捗が見られるようになった。 

⑺同社の IT 化の取組み 

同社の情報化の取組みをまとめてみると、①HP の画像をベストデザインにしていること。

特に iPad、iPhone などで見ていいデザインに力を入れている。②動画を活用している。社長

や社員が喋るのではなく、劇団のセミプロ(役者)に商品説明などを依頼している。やはり声、

喋り方など、一般の人とプロは違う。③受発注など、社内システムは、同社独自のオリジナル

ソフトを作って運用している。既に社内システムは、30 回リメイド（remade）して、同社に合った

ソフトにしている。既存ソフトは、汎用性は高いが、自社独自の業務には十分対応しないデメ

リットがある。 

⑻IT グループ「どっと混む福井」で刺激 

地元の福井には、福井インターネット通販研究会「どっと混む福井」という福井から情報発

信する地元企業の経営者・Web マスターが集結する自主活動組織がある。ここでは、さまざ

まな業種の経営者が入会し、e ビジネスの情報交換が行われている。吉村社長も 2004 年に

入会し、会員間で、既存ソフトのカスタマイズのやり方、e ビジネスの秘訣、ノウハウの共有化

など、相互に研鑽を積み重ねている。 

⑼ブランド力をより高めていくことが今後の方向 

同社のスクリーン商品はスポットの注文がほとんどであるため、日々、多忙である。年末に

はより多忙になる。将来、よりブランドイメージを高め、高付加価値化し、出来れば値上げもし

ていきたい。日々やっていることがブランディングであるが、高品質で価格が他社の 10 倍で

もお客様が買っていただけるようにブランド力を高めたい。ブランド力は口コミの影響力も強

い。幸い、同社の口コミの評価は高い。商品の説明力が他社と違い、分かりやすく、購入した

くなるような仕組みになっている。大手メーカーや他社では、商品を並べて、十分に説明が

なされていない。例えば、大手メーカーE 社でも 50 数種類を販売しているが、どれを選べば

良いのか迷う。ホームシアター用か会議用か、その区別も説明されていない。お客様個々の

ニーズをくみ取った画面になっていないものが多い。(説明不足の HP が多い) 

同社がネットでスクリーンをトップ販売できているのは、「10 年保証」「30 日間返品」「返金

可能」など、社長自身も買いたくなるような商品、サービスにすることに取組んでいるためであ

ろう。商品価格だけで同社を選ばない商品を提供している。 

⑽同社の業績は年々上昇 

織物業から映写用スクリーンに転換し、ネット販売を開始した時期では、年商5,000万円か

ら 6,000 万円程度であったが、現在、年商 3 億 5,000 万円で、約７～8 倍の規模になってい
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る。毎年、増築や改造して生産現場を拡張、粗利も商品によってバラツキもあるが、商品企

画、開発、製造、営業、回収まで一貫した業務が行えるので、高い粗利を確保できている。 

映写用スクリーンの原材料は、ターポリン(テント生地）を使っているが、県外に生地を生産

する工場があり、同社のオリジナル生地を織ってもらっている。 

ネット販売と OEM 生産では異なり、それぞれのメリット・デメリットがある。OEM は、生産数

量がまとまり、お客様とのやり取りも簡便である。ところがネット通販は、お客様一人ひとりとの

対応で面倒で手間がかかる。しかし、お客様の声がダイレクトに聞くことができ、フィードバッ

クがすぐにできる。これが大きなメリット。それで同社は規模を大きくするのではなく、お客様

一人ひとりに丁寧に対応できる企業を目指しているのである。 

近年、ますますインターネット環境が充実してきたこと、パソコンはじめモバイル機器、ソフ

ト面が格段に良くなってきた。電話や紙だけの時代からネットを通じて、大きなビジネスチャン

スが得られるようになり、同社もその恩恵を享受している。 
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【新事業と情報化】 33 

B to C ビジネス強化による経営革新を展開 

 

企業概要 

企 業 名：大東寝具工業株式会社 

   代 表 者：大東 利幸 

   従業員数：19名（正社員 14名、パート・アルバイト 5名） 

   資 本 金：1,000万円 

   設 立 年：1963年 9月 20日（創業 1925年 11月） 

   所 在 地：京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿 66‐2 

   売 上 高：2億 6,260万円 

   業 種：寝具の製造販売 

   U R L：http://www.daitoushingu.com/ 

事業概要：産業分類上は寝具製造となるが、寝具・寝装品・ホームファッション事業、住宅リ

フォーム・建装・インテリア事業等を行っている。この内 B to B ビジネスは売上の

63％、B to Cビジネスは 37％である。B to Cの 28％は店舗での販売、72％はネ

ット販売である。 

 また、「眠りの支援事業」として日本睡眠教育機構とタイアップして、市民向けイ

ベントを手伝っている。10 名の社員は学会で勉強をしており、本社ショールーム

内には相談コーナーも置いている。 

住宅のリフォームについては、建設業の認可を得て、インテリアを中心とした

ビジネスに進出している。 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1925年 京都市下京区壬生で大東ふとん店創業 

1953年 京都市伏見区横大路に製綿工場を新設 

1992年 小売店舗を新設 

1996年 京都三条店（アウトレット）をインテリア専門店にリニューアル 

2001年 インターネット通販事業を開始 

同じ繊維業界で知己であった下着のネット販売で成功し、上場企業の京都の株式会社白

鳩の社長からネット販売の可能性について強く示唆を受けてインターネットでの通販に取組

むきっかけとなった。 
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    ネット顧客も訪れる本社内に設置されたモデルルーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵会社方針 

業界環境の変化は激しく、周辺諸国からの低価格輸入品によって価格は崩れ、従来から

の B to B ビジネスのみでは業界に生き残れない危機感があった。 価値を認める消費者を

掴むことによってのみ今後のビジネスは展開できるとの想いから、ネットビジネスを開設し、シ

ョールームを用意するなど、消費者への情報発信力を高めることに重きを置いている。 

⑶経営環境 

同社の商品は耐久消費財として、イオン株式会社や株式会社ニトリなどの大手 GMS と価

格面で競合している。また、ネットビジネスでも価格競争は激しく、それに乗らないようにして

いる。円安やアジアの経済成長のためにコスト高になり、輸入原価、特に羽毛原材料は 3 年

前の 5倍程度にもなっている。日本はストレス大国であり、世界一睡眠時間の短い国であるこ

とも、3.5兆円から 5兆円の消費を狭めている原因になっている。 

2005～6 年頃からものづくりの内外環境の変化が始まる。社内業務としてものづくりが始ま

り、その結果、オリジナル商品のブラッシュアップが可能となり、展示会などを通じて、従来に

ない所と取引が可能となってきた。2008 年に経営革新の認定を受け、改革を本格化した。

2001年から始まった e コマースもこの時期になって効果が出始めた。 

ものづくりについては、今後は厳しくなっていくものと考えている。理由は、開発した商品の

生産を国内で受けてくれる企業が加速度的に少なくなっているからである。そのため、受託

製造工場を探すことは極めて難しくなっている。 

最近では、ブランドマネジメントに取組み、顧客からデザインなどへの感動や共鳴を頂い

ている。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 
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今後とも成長を続けるネット販売の礎として情報化は必須であって、サイトを中心に周辺業

務についても積極的に情報化に取組むことが必要であると考えている。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

1990 年頃に日本電気株式会社（NEC）のオフコンを購入し、財務管理システムを導入し

た。その後、顧問税理士の変更によって 1998年には財務システムを株式会社 TKC（以下

(株)TKC）に変えた。その後 FX販売管理、給与計算などについても(株)TKCを導入した。

販売管理は来春にもバージョンアップし、クラウド型に入れ替える予定になっている。 

㋑導入にあたっての制約事項 

制約の一番大きかったものは、通販ビジネスに取組む際に、社内において、ものの売り

方、通販の理解度などが得にくかった。これは、システム化以前の話であって、働き方の

視点が変わることによる戸惑いから起因している。その為、システムが理解され定着するま

でに手間取った。その次は、商品マスタの登録に手間取った。商品コードをどのようにする

かルールつくりが大変であった。 

顧客情報も従来は個人管理であったが、システムによって共有化させるための理解を

促すことによって、周囲の非協力を解消させた。 

予算についても情報化の大きな制約であったが、過剰な機能を省いたり、リースを活用

したり、相見積もりを実施したりしてコスト負担を軽減させた。 

㋒導入の体制 

従来の財務システムなどの導入は、税理士や社内の一部担当者で進められてきたが、

業務システムについては全社的な取組み体制をつくった。 

㋓具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

システムの導入時は専務（今の社長）を中心に各部署から担当者を選出して、通販と B 

to Cの一元化に勤めた。 

㋔システム概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㋕導入の成果 

従来行っていた通販とネット販売を一元化した。ネット販売については、クリック・アンド・
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モルタルの効果によって、実店舗と電子商取引の相乗効果が生まれ、極めて効果的であ

った。その周辺システムも社内には効果を生み出した。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

成功の最大の要因は、導入のタイミングであったと思う。そのタイミングにあわせて経営

判断できたのは、実際に使っている状況をみたり、話を聞けたりしたことが参考となった。 

⑶企業外からの支援の具体的内容と評価 

IT コーディネータに依頼したが、エンジニアリング思考が強く、あまり参考にはならなかっ

た。 

⑷今後の情報化計画と導入の留意点 

在庫管理の統合と在庫情報の共有に取組みたいと考えている。現在の在庫は B to B 用

や販売先への委託商品、協力工場での在庫保管など情報が分散しているが、これらの情報

のリアルタイムでの一元化によって在庫切れを未然に防ぐなど対策を講じたい。 

 

3.公的支援機関の支援内容と期待 

経済産業省の地域資源、販路開拓事業などの支援を始め、平成 19 年度に京都府から京都

府元気印中小企業応援事業を、平成 20 年度には、京都市から経営革新に伴うオスカー認定

を受けた。 

公的支援機関には、間口の広い事業の実施を望む。 
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【新事業と情報化】 34 

確実な情報化で少人数体制をカバー 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社ＤＩＹ ＳＴＹＬＥ 

   代 表 者：森本 隆 

   従業員数：役員 2名、パート・アルバイト 3名 

   資 本 金：300万円 

   設 立 年：2005年 3月 1日 

   所 在 地：京都府舞鶴市喜多 1105-40 

   売 上 高：5,500万円 

   業 種：建材の製造販売 

   U R L：http://diystyle.jp/ 

事業概要：インターネットショップによる建材、インテリア、防災用具、雑貨の製造、販売等の

他、建材の企画・製造・販売を行っている。取扱いの主力は床材、床材の下に

敷く防災シートや特許を取得したインテリア用レンガなどである。 

販売先はネット顧客が 99％で、製造は、自社の他に国内、海外のメーカーに委

託している。防災シート（籠城）については、B to Bの顧客開拓を行っている。 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

2005年 3月 創業 

2010年 6月 現在の場所に移転。本社・工場・倉庫を新設 

2011年 10月 産学連携で舞鶴工専と床デコシートを開発、販売を開始する 

2012年 12月 経営革新計画が承認される 

2013年 6月 籠城シートを発売 

2013年 11月 新素材による焼成不要のインテリア用レンガの特許を取得 

エコ商品として販売開始  籠城の商標権を取得 

 

 

 

 

 

 

 

多数の特許や商標権の認定書 
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整然と管理されている在庫 

⑵会社方針 

会社の営業方針は、ネット上でのビジネス展開であって、店舗販売は実施していない。B 

to B ビジネスは、商品の性格に応じて今から進める方針である。現在はネット上に 5 つの店

舗を持ち、それを可能とさせる在庫場所と在庫管理を運用している。 

⑶経営環境 

当初は建具屋であったが、事業規模が比較的小さい中で、全国販売を手がけるためにネ 

ットビジネスを開拓した。ネットビジネスでは建材関係のサイトは少なく、更に競争力を増すた

めに同社で可能な床材の販売に特化している。ネット上では、内装屋との競合が多くなって

いる。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

情報化はビジネスの必須として捉えており、社内業務については、多少のコスト負担にな

っても可能な限り情報化するようにしている。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

同社の最初の情報化はWebビジネスをするために作成した HPの作成であった。 

この時点で将来的に IT 活用してビジネスを行う会社としての方向付けがされた。現在は、

楽天、Yahoo、Amazonなどに店舗を持つほかに、自社の床材と防災の HPを開いている。 

  その後、パッケージソフトの活用を中心に受注処理の情報化、業務管理、経理などへ

波及的に進めてきた。一番最近導入した業務システムはバーコードによる在庫管理である。

このシステムの導入に伴って、実在庫が帳簿と一致するようになった。それまでは、在庫管

理まで手が回らずに年 2回のみの棚卸しまで在庫状況がつかみにくく苦労した。 

㋑導入にあたっての制約事項 

システム導入に当たっての制約は「IT 企画担当者がいない」ことと、「予算が不足」して
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いたことである。 

㋒導入の体制 

担当者は社内にいないために、森本社長自らが調べて、システムを選定し、社員の意

見を聞きながら主体的に導入を行ってきた。 

㋓具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

IT 企画担当者がいないことについては、森本社長自らが頑張り、知識の充足方法とし

て、システム導入前には、「お試し版」を入手して活用効果を体験的に確かめた。 

㋔システム概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㋕導入の成果 

導入したシステムは全て期待通りでビジネスに対して大きな成果を招いた。 

今では、システムなしでのビジネスは考えられない。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

先ず挙げられる成功要因は、社長のシステム化に対する意欲である。このビジネスを始

める前には、設計事務所で CADを扱っていた経験と字が下手であったことが幸いした。 

次の成功要因は、必要なシステムをインターネット等で良く調べて、お試し版を入手し、

実証的なテストを行ってから導入を決定していることにある。この方法は、比較的規模の大

きい企業で散見されるが、リスクを最小限にすることができる。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

社外にいると受注状況が掴めないので、その解決手段として受注管理のクラウド化を考え

ているが、良いソフトが未だ見つかっていない。商品管理についても来年にはクラウド化を計

画している。また、大きなビジネスには向かないと思われる。今後は、SNS の拡大利用を考え

ている。更に、セキュリティーを高めることも計画している。 

 

3.公的支援機関の支援内容と期待 

専門家派遣など、必要知識の充足には役立つと思えるので、機会があったら活用したい。 
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【新事業と情報化】 35 

高い技術力を誇るコネクタ専門メーカーから生き残りをかけネットショップへ 

 

企業概要 

企 業 名：株式会社サンテック 

   代 表 者：出原 ツル 

   設 立 年：1965 年創業、1979 年、現会社名の改称 

   所 在 地：東京都大田区南雪谷 5-16-2 

   業 種：ネット販売 

   U R L：http://www.stc.jp 

事業概要：現在は、健康食品、日用雑貨のネット販売 

従前は、電子部品製造販売、電子部品機械の製造販売、リースなど 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1965 年 4 月 泰昇電気製作所設立 

1979 年 8 月 株式会社サンテックと社名変更今日に至る 

1985 年 3 月 日本実用新案登録証   ピンプラグ 特許取得 

1986 年 7 月 韓国特許証   ピンプラグ 特許取得 

1987 年～2003 年までコネクタ、ケーブル用撚線装置など、特許、意匠登録 多数あり 

2004 年 9 月 東京都中小企業経営革新支援法の認定を取得 

2007 年  ネット販売事業を開始 

⑵会社方針 

強く、優しい自然の力、僅かばかりの人の知恵。天然由来のサプリメントでセルフケアを応

援する、心と体のバランス補助食品店 

⑶経営環境と事業の転換 

㋐RCA プラグの専門メーカーとして事業展開 

同社は、現社長の出原ツル社長の夫が 1965 年プラグ専門メーカーとして創業し、1969

年に法人成り、1979年に現会社名に変更。当初からRCA端子を取扱い、改良を重ね、高

品質の RCA プラグを受注先の要請に応じて生産・販売していた。 

1980 年代後半からバブル期の 1990 年頃から N 社のスーパーファミコンが爆発的なブ

ームとなり、そのファミコンのプラグの 80％が同社のRCAプラグであった。1994年には、年

間 3,000～4,000 万個出荷、品川区でも五本の指に入るくらい製品出荷が伸びていた。 

ところが 1992 年に夫が 56 歳で突然病死。取引先である N 社からは事業継続を強く要

請され、妻の出原ツル社長が会社を引き継いだのである。 

ツル社長は、取引先を回り、1～2 年間、必死に仕事に没頭したが、取引先からの値引

－ 187 －



- 2 - 
 

き交渉が日常茶飯事で、採算性が厳しさを増してきた。 

その上、1994 年頃から、バブル経済崩壊の影響と N 社の北米向けの受注が年々減少

していき、10 年後には RCA 端子は受注がなくなるだろうと予測された。 

このままでは事業がなりゆかなくなると思い、現社長は、次なる新製品を必死で模索し

た。 

㋑新製品のＦ型コネクタを開発で活路、失敗 

大手企業M電工から高品質のF型コネクタを探している情報を聞き、市販品より高品質

な F 型コネクタの開発に取組んだ。ツル社長は、プラグ全体にメッキを施し、ハンダを全く

使わない新しい接合方式を考案し、この技術をベースに高品質の F 型プラグを商品化し

た。F 型プラグは、試作開発段階で東京都工業試験場の高精度・高品質のお墨付きをも

らい、日本とアメリカで特許も取得している。しかし、新製品の目途がついた直前にM電工

が新製品類似の製品を海外から輸入するため取引のキャンセルが通知された。 

同社のF型コネクタは、低価格品と比べるとAV機器のノイズの侵入や伝送ロスのないこ

とから、購入者も少しずつ増えたが、製品の認知度が低いために販路開拓に苦慮した。南

米ブラジルや韓国などでも販路を模索したものの、道が開けなかった。 

丁度、国内では、バブル経済崩壊後の不況下と重なり、どのメーカーも業績が低迷、設

備投資も消極的な姿勢であった。同社の新製品を売り込み営業したが、受注がとれず、売

上が半減、会社継続が苦境に陥った。2000 年に入り、業績が低迷、バブル期の借入した

銀行債務が大きな負担としてのしかかってきた。大手メーカーの海外進出が加速し、国内

に生産が戻ってくることはないと思い、特許 16 本保有していたコネクタ事業の継続に見切

りをつけた。 

2011 年に自宅と会社の土地を売却、従業員を解雇し、ようやくすべての借入債務を返

済したが、その間の 8 年間はどん底の生活を余儀なくされた。「年末に財布のお金が空っ

ぽであった年もあった」と振り返る。 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針と取組み 

㋐インターネット販売事業（以下ネット販売）に参入 

本業の F 型コネクタがジリ貧になっていたため、2007 年、新たなビジネスとしてネット販

売に参入することを決意、取扱う商材を何にするかを検討した。 

その 1 つは、夫が肝臓の病で若くして亡くなってことや、日本人は健康食品(サプリメン

ト)に関心が低いが、アメリカでは医療保険制度がないことからでサプリメントを愛用する人

が多いことなどから、直感的に健康食品を商材にしようと決めた。 

2 つ目は、楽天市場でネット販売をする際に、出店料以外にシステム代、ポイント代、ア

フィリエイト、それに広告を掲載すれば広告代が高いので、出店維持コストが高いことを考

慮する必要があった。しかも、楽天のオークションは安売りが中心で値下げ要請が強いた
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め、健康食品の中でも高価格が維持できる商品は「プロポリス」として、この商品で勝負を

することにしたのである。 

近所のOECD勤務の知人に「健康食品であるプロポリスを輸入したいが、だれか紹介を

してほしい」と依頼したところ、ブラジル在住の大学の先生を紹介してもらい、その方を通じ

てプロポリスの養蜂者と出会えた。プロポリスも紛い物が流通しているが、高品質の製品が

ダイレクトで入手できることができ、その後のネット販売事業の拡大に大きく影響している。 

ツル社長は大学時代から英語が堪能で、卒業後は英国大手会社の日本支社長の秘書

として活躍し、貿易実務の経験もあったので、ブラジルからの輸入業務手続きには抵抗は

なかった。 

㋑ネット販売は順調に推移 

ネット販売事業は、当初から順調に売り上げを伸ばし、80～90％がリピート客として定着

してきた。主力の健康食品の顧客層は、当初、高齢者を想定していたが、40 代、50 代前

半の世代が多く、定期的に単品ではなくセットで購入されるケースが多い。年間 800～

1,000 セットの販売をしている。 

「プロポリス商品」以外に韓国からオリジナルグッズを仕入れ、品揃えを拡げている。例

えば、“とうもろこし”製のボディータオル、各種の消臭剤、靴用と車用の消臭剤。韓国のキ

ムチの臭いを消す韓国で特許取得の消臭剤。セラミック粉末で高圧で製造する靴中敷商

品などで、商品の中には、一週間で 1,000 万円売上とヒット商品もある。 

顧客層は、若い世代が多く、健康食品と違う世代の顧客層である。 

㋒グッズや比較的手ごろな商品はヒットすると競合が参入、クレームも多い 

輸入グッズ類(商材)は、売れ筋商品になると、類似した商品が中国市場などから輸入さ

れネット上でも多くの業者が取扱うという競争となる。 

ネット販売は、低価格品も高価格品と比べると、梱包、袋詰め、配送、クレーム対応等の

手間が同じである。低価格品はクレームも多く、採算性が割れる可能性もある。例えば、

LED 付のキーホールダ（2 個セット、750 円）は、5 日間で 1,000 個販売できたが、電気が

つかないなどのクレームも多く、お客様に再度配送するとコストが余計かかってくる。 

しかし、ネット販売は、お客様からのクレーム対応を間違えると、同社に対するマイナス

のレビューが掲載され、築いてきた信用を破壊されるというリスクがある。そのため、「安価

な商品を購入されたお客様へのクレームにも誠心誠意に対応していくことが大切である」と

強調する。 

㋓インターネット販売の手ごたえ 

同社は健康サプリメントの「プロポリス」を主製品に楽天へ出店して 10 年になるが、順調

に右肩上がりで推移している。現在、一日 20～30 名からの注文を受け、楽天市場でもサ

プリメント部門で絶えず上位にランキングされている。 

その理由は、①良い顧客を掴んだこと、②リピーターが 70～80％、新規のお客様が

20％と、健康サプリメントの通販が厳しい競争下にあるにもかかわらず、早期に出店したこ
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とと高品質で安全性が高い商品であり、お客様もその効能の良さを実感されていること、

③ブラジルの養蜂業者からブラジル政府検査合格の高品質の健康食品に出会ったこと、

それを仲介してもらった良い人脈をもっていたこと、④社長の仕事への誠実さと人柄、語

学力と貿易実務に精通されているなど、いろいろな要素が凝縮しているといえる。 

さらに、ネット販売ではお客様の顔が見えないが、ツル社長はお買い上げ伝票に飲み

方、健康への気遣い、生活のポイントなど、一人ひとりに励ましの一言を添えて商品を発

送され、きめ細かな配慮も固定ファンに支持されているところである。 

ただ、インターネット販売は、24 時間営業であり、朝起きればパソコンにかかりっきりにな

り、土曜日・日曜日の注文が集中し、月曜日に梱包・発送と 1 年休業なしの事業でもある。

片手間で取組む事業ではなくなっている。 

㋔今後の同社の方向 

同社は、長年、RCA端子やF型プラグ製品のメーカーとして大手メーカーから信頼を得

ていた会社であるが、グローバル化の進展などで経営環境が激変したため、思い切って

ネット販売に転換し、地獄の苦しみからようやく抜け出したところである。 

子息がネット販売に専念し、楽天、Amazon、ヤフーオークションへの多店舗展開を行っ

ている。また、韓国の企業と共同でアメリカ専用パックを中国から販売している。 

健康食品「プロポリス」でサプリメント部門の上位ランキングを確保しつつ、堅実な経営と

顔の見えないお客様への健康への配慮に加え、新たな商材の開拓を求めて、次なる戦略

を策定しているところである。 
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方、健康への気遣い、生活のポイントなど、一人ひとりに励ましの一言を添えて商品を発

送され、きめ細かな配慮も固定ファンに支持されているところである。 

ただ、インターネット販売は、24 時間営業であり、朝起きればパソコンにかかりっきりにな

り、土曜日・日曜日の注文が集中し、月曜日に梱包・発送と 1 年休業なしの事業でもある。

片手間で取組む事業ではなくなっている。 

㋔今後の同社の方向 

同社は、長年、RCA端子やF型プラグ製品のメーカーとして大手メーカーから信頼を得

ていた会社であるが、グローバル化の進展などで経営環境が激変したため、思い切って

ネット販売に転換し、地獄の苦しみからようやく抜け出したところである。 

子息がネット販売に専念し、楽天、Amazon、ヤフーオークションへの多店舗展開を行っ

ている。また、韓国の企業と共同でアメリカ専用パックを中国から販売している。 

健康食品「プロポリス」でサプリメント部門の上位ランキングを確保しつつ、堅実な経営と

顔の見えないお客様への健康への配慮に加え、新たな商材の開拓を求めて、次なる戦略

を策定しているところである。 

- 1 - 
 

【安定的なシステム運用を指向】 36 

外部支援先との契約による安定したシステム運用 

 

企業概要 

企 業 名：近藤産興株式会社 

   代 表 者：近藤 成章 

   従業員数：200名（正社員 170名、パート・アルバイト 30名） 

   資 本 金：1億円 

   設 立 年：1964年 9月（1947年 11月に創業） 

   所 在 地：愛知県名古屋市南区浜田町一丁目 10番地 

   売 上 高：55億円 

   業 種：レンタル業 

   U R L：http://www.kondo-sanko.jp/ 

事業概要： 

・イベントの企画立案から会場設営・撤去までの総合サービス 

・イベント及び生活関連用品・機器の総合レンタル・サービス 

・建設現場における仮設機材・機器全般の総合レンタル・サービス 

・介護用品・機器の総合レンタル・サービス 

・塗装・防水・建築営繕工事（リフォーム）の請負 

・機械設備の製作及び整備・メンテナンス工事等の請負 

・産業廃棄物処理事業 

 

1.経営方針 

⑴会社経歴 

1947年 11月 近藤塗装店として創業 

1964年 9 月 近藤塗装株式会社として改組 レンタル・リース事業を開始 

1967年 5 月 近藤産興株式会社に社名変更 

1971年 6 月 産業廃棄物処理部門を新設 

1975年 5 月 飛島工場竣工 産業廃棄物プラント完成 本格営業開始 

1979年 11月 現住所に本社屋竣工 

1980年 12月 イベント・リース部を設置 

1986年 8月 在宅介護用品レンタルを開始 

1986年 11月 経年仮設資材管理基準適用工場認定を受ける 

1995年 1月  阪神・淡路大震災において飲料水の無償提供など長期に亘る 

復旧支援活動を行う 

2005年 3月  愛・地球博（愛知万国博覧会）に伴い万博プロジェクトを組織して 
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万博の成功に貢献 

2006年 7月 ISO14001 認証取得 

2006年 7月 プライバシーマーク付与 認証取得 

2008年 9月 不動産賃貸事業開始 

2010年 8月 特定建設業の認可を取得 

⑵会社方針 

同社は塗装業として事業をスタートし、1964 年に地域に根ざしたビジネスとして「何でも貸

す」商品レンタル事業を始めた。その後、介護レンタル事業、建設機材レンタル事業、営繕リ

フォーム事業、機械整備・製作事業、産業廃棄物処理事業などのビジネスを展開している。

最近ではイベント事業など名古屋を拠点とした地域のニーズをいち早く事業として取組んで

いて、地域振興に大きく貢献している。 

⑶経営環境 

レンタルビジネスを中心に機械整備や産業廃棄物処理まで、営業の間口は極めて広い。

また、テレビ広告や「何でも貸します」の近藤さんとして社長の社会的活動は地元で有名な

存在であるため、会社の知名度は極めて高い。最近ではリーマンショックの影響を受けたが、

時代の要請に応えた新事業の展開など業績は回復している。最近では法人との長期契約が

増えてきているので、経営は安定している。ただし、介護用品のレンタルは個人客が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.情報化の概要 

⑴情報化の方針・考え方 

当社の事業の中核であるレンタル業務に対して、効率化を図るためにコンピュータ・システ

ムを 1987年から積極的に導入を始めた。 

経営者の情報システムの活用に対する考え方は、業務はマン･マシンの組み合わせで処

理していくという考え方に則り積極的であり、その効用をあらゆる業務に生かすことを考えて
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いる。10箇所に跨る営業拠点は VPNによるネットワークで結ばれていて環境は整っている。 

⑵現状システムの概要 

㋐導入経緯（導入システムの使用前）・目的等 

1986年 10月 レンタル商品管理・事務管理にコンピュータを導入し、 

リアルタイム管理システムを稼働させる 

1989年 10月 コンピュータ機器増設、リアルタイム管理システムを本格化 

1999年 10月 自社 HP〈http://www.nandemo.co.jp〉開設、 

インターネット予約システムを導入 

2005年 8 月  サーバー機器を一新し、コンピュータ・システムを更新 

2011年     コンピュータ・システムの更新 

2014年     介護用品部門にモバイル機器を導入 

㋑導入にあたっての制約事項 

 ・予算面が膨らまないようムダを避けるように配慮した。 

・導入に際しての社内環境の準備が不十分であった。 

㋒導入の体制 

過去に何回もシステム導入を行っているが、その都度課題解決をテーマに電算課長を

中心に関係部署に跨るプロジェクトチームを編成して遂行した。システム化計画の立案に

当たっては、現場の意見を反映させた形で電算課が取りまとめ、近藤社長の承認を受け

て、外部のソフトウェア会社に発注している。 

経営者の方針としては、システム更新する度に外部支援企業が変わることは、経営を不

安定化させる要因になる可能性もあるので、情報化資源（ハードウェア・ソフトウェアなど）

の取得は長年取引のある支援企業に任せている。 

㋓具体的な導入方法と制約事項に対する対応 

システム構築に当たっては、計画段階でベンダーと相談しながら利用者の意見を反映

させるようにしている。予算の強い縛りは無いが、ムダな情報化を行わないよう注意してい

る。 

業務の実現方法は多岐に亘るが、レンタルシステムについては一部を除いてオリジナ

ル開発で、介護レンタルシステムについては、パッケージである。管理系については Excel

などのオフィスソフトを使用している。 

導入に際しては、当初は情報リテラシーが低く、機器の操作方法などは外部からの支援

を受けて社内で操作教育を行う他に、外部のセミナーなどに参加してリテラシーの向上に

努めた。 
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㋔システム概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
㋕導入の成果 

全社的なシステム導入によって、的確な業務処理が可能となるとともに、省力化に大きく

貢献している。そのため、間接要員の比率は低くなっている。 

㋖成功の要因・失敗の要因 

成功要因としては、 

(1)経営者の情報化に対する理解 

(2)専任の情報化担当者の配置（電算課） 

(3)集中化、分散化など積極的な試行による最適プランの発見 

(4)現場部門による積極的な利用などが挙げられる。 

特に経営者は、ムダを嫌うが、必要なものには積極的に投資する経営姿勢を貫いてい

ることは情報化にとっても大きなプラス要因と思われる。また、金額だけの要因による競争

入札によって受注企業が変わることが、システムの不安定要因になることを避けていること

も特筆される。 

⑶今後の情報化計画と導入の留意点 

介護用品レンタル事業に於いてモバイルの活用領域を積極的に広げる予定。 

機会があれば社外のセミナーに参加させるなど、引き続き社員の ITリテラシー向上に努めた

い。 

 

3.公的支援機関の支援内容と期待 

長期的に継続取引を行っているベンダーやソフト会社は、過去の税制や制度変更にも十分

対応してくれたので、今後も安定的な取引を希望している。 

公的支援機関がセミナーや研修会を開催していることは知っているが、内容が同社の業務と

直接的ではないなどの理由でいままでは参加したことはなかった。今後は専門家派遣などの制

度活用を検討したい。 
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