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１．はじめに 

昭和４３年に起業して以来、４３年間・・・今までに受けたことがない程の 

この激動の時代にあたり、動脈産業・静脈産業の企業経営そのものが 

進化を無しに継続はあり得ないというところまで来ました。 

そのような中で、 

 

1（ 人的資源 

2（ 商材の確保・進化 

3（ 財務資源 

4（ 情報の収集・活用 

5（ タイムスケジュールの圧縮 

 

まさに、この資源をフルに活用して結果を出すことにすべてが集約されて 

おり、リーダー自らが選択・決断・実行しては、未知の状況を創り出し続け
ることが必須となっております。 

弊社では、この事業体を次世代に渡すためにも、今までやり続けたことを 

更に進化させながら、また周囲との調和を図り、「ユタカらしさ」を究めて 

参りたいと考えております。中小企業として、１（～５（のひとつひとつが 

とても大きな課題ではありますが、今まで同様、対外的な活動や人材の 

育成・雇用、財務の適正化、自社ノウハウの見せる化、時間の適切化を 

進めながら今後の結果に変えて参ります。 

弊社の表面化が出来ていない内部活動に関して、この「ちからの経営」の 

中で今回表現することが出来ると、これから進めようとしている事業 

継続を内外共に見える化が出来ると捉え、挑戦してみました。 

この一つが更なる進化の一歩となるよう想いを込めて。 

 



２．経営理念 

「よりよい環境をつくり、 
よりよいきっかけを提供 
すること」をモットーとし、 
連携チームワークで大切
な地球とそこに住む人々
の笑顔溢れる未来創りに
貢献します。  

●私たちは常にベスト(革新的)な業務環境・社会環境・人間環境・自然 
  環境を造り続け、その中から「チャンスとなるきっかけ」を見つけます。 
●私たちは自らが、気づきを「きっかけ」にして、行動を行います。 
●私たちはチームワークで「きっかけ」を未来づくりの行動に変え、 
  お客様に喜んで頂きます。 
●私たちは私たちの行動により、関わり合う人たちから一つでも多くの 
  笑顔を見つけられるように工夫をします。 
●私たちは子供たちの未来環境がよりよくなるため、地球という 
  生命体を大切に感じ、意識を持って行動します。 
●私たちは想像力を持って、未来創りに「心・技・体」を持ってトライし 
  続け、分配が出来ることを喜びとします。 

 
地球上で一番たくさんの
“笑顔”と“ありがとう”を集
めるグループになろう 
 

●初心に帰る 
●『夢』を形にしよう 
●明るくのびのびと仕事をしよう 
●適材適所、強みを活かす仕事をしよう 

 
精神的自立・ 
経済的自立 

の両立ができる 
人になろう 

 

●お客様の思いを汲み取り、形に変えることが出来る 
●取り巻く部門とスムーズに連携が行えるよう配慮を行う 
●イノベーション(革新)を常に意識して物事を捉え、実行に移す 
●「人・物・金・時間・情報」を常に意識し、業務へ取り組む 
●コンサルティング能力のUPとなるよう、さまざまな知識・情報を得ておく 
●連携をイメージし、人脈を広げる 
●「経費使用＝結果出し」のイメージで行動する 
●健康な体を常に維持し、業務に就く 
●業務に関する決められた「作業マナー」を理解し、実行する 
●業務において誇りを持った立ち振る舞いができる 
●リーダーを中心として、チームワークで仕事能率を上げる 
●工程を把握し、工期内に工事完了する 
●安全衛生を守り、事故の無い「安全な職場」を創る 
●予算工費内で工事完了を行う 
●お客様との係わり合いを大切にする 
 

Mission ミッション 

Behaviorism Philosophy 行動理念 

Code of conduct 行動指針 



３．企業概要 

社     名 株式会社 豊 解 体 工 業 
  
所 在 地 【本社】 
       〒832-0051  福岡県柳川市佃町1312-6 
        TEL：0944-72-4593  FAX：0944-73-9204 
        E-mail : info@yutaka-group.net 
 

       【久留米営業所】 
        〒830-0072  福岡県久留米市安武町安武2257-1 
        TEL：0942-51-9366  FAX：0942-51-9388           
         
代 表 者  代表取締役  西村 昭三 
 

創     立   昭和４３年10月 
 

資 本 金  １,０００万円 
 

従業員数 30名 
 

取引銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 福岡県南部信用組合 
 

認証取得 ＩＳＯ１４００１：２００４   
 
 
           
 

Ｈ     Ｐ http://www.yutaka-group.net/ 
 

加盟団体 社団法人福岡県産業廃棄物協会 
       社団法人建築士事務所協会 
       柳川・久留米商工会議所 
 

主要取引先  ㈱栗木工務店、金子建設㈱、住友林業㈱各支店、三井ホーム㈱、 
         ㈱大洋建設、大坪建設㈱、㈱鹿島建設、大成建設㈱、㈱大林組、㈱JFEシビル、 
         日本道路㈱、五光建設㈱、大和建設㈱、酒見建設㈱ 、㈱大藪組、パナホーム㈱ 
         西鉄建設㈱、㈱一条工務店、大東建託㈱、ミサワホーム㈱、半田建設㈱、 
         東建工業㈱、大成建設ハウジング㈱、㈱柿原組、東建コーポレーション㈱ 
         ※順位不同 
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当社は、ユタカ独自の“ＰＤＣＡ”を基本に 
業務を行っています。 



有能な女性リーダー＇現経営企画部長（の存
在がユタカを動かします！   

 “デザイナーになりたい！”と思い始めたのは高校時代。しかし、周りからは猛
反対され“あんたなんかにデザイナーはなれない！”とレッテルを貼られました。
それでも諦めず、ハングリー精神でデザイナーになる夢を抱き大学を卒業後、東
京へ上京。大手子供服のメーカーに就職しました。しばらくは子供服の販売を担
当し、その後念願であったデザイナーになることができました。 

 彼女は、自分の夢を達成し東京生活を謳歌していました。そんな最中、当社専
務である彼女の母親が「うちの会社継いでみない？」というひと言を彼女へ投げ
かけたのが運のツキ。そのひと言に、なんとなく“やってみようかな”というのが  

この業界では異色な職歴を持つ“女性リーダー“の誕生です。 

 2001年入社当初、当社の状況は、ハード部門である工事部は真面目に、そし
て丁寧な仕事をしていました。しかし、ソフト面の状況と言えば、パソコンがない、
事務員がいない、書類ひとつもまともに出せない、そんな弱い管理部門が存在し
ていました。しかし、そのような状況にも関わらず、「未完成だからこそ、これから
大きく成長できる」と前を向いて彼女は走り続けました。 

 今では、ハード面のレベルと並ぶくらい、もしくはハード面よりも上をいく管理部
門へと変貌しました。 

 そんな女性目線での配慮やおもてなしができるようになったソフト部門は、女性
リーダーを筆頭にまだまだ成長をし続けます。 



毎年10月の第1週目に開催する事業計画発表会では、次の３つを発表します。 

 

 ■経営目標 

 ■部門目標 

 ■各人目標 

 

部門目標には次のふたつがあります。 

 

■状態目標    

    “○○が○○になっている状態にする”と詳細に落とし込んだもの 

 

■詳細目標 

 

   その状態目標を達成するために取る実施項目 

 

これを発表することにより、各部署では何をしているのか等を全員で把握するこ
とが出来たり、部門間での報・連・相がスムーズにできるようになります。 

また、この目標は、8月末から9月末にかけて、部門内や部門間で何度もミー
ティングを重ねます。他部門との合同ミーティングでは、他部門からの目線で提
案、要望やアドバイスをもらい、目標作りの参考にします。 

この発表会は、モチベーションを上げるだけでなく、コミュニケーションを図る場
としても利用しています。 

将来性のある事業計画発表会を実施します！ 



役割の明確な組織図があります！ 

 当社の組織図は、各ポジションの役割が誰にでも簡単に分かるように
記載しており、明確な編成になっています。この組織図を見ることによっ
て、自分が今どこにいて、目指すポジションはどこにあるかすぐにわか
る為、ポジションの意識付けにもなります。また、各人の役割・役目は単
体で動いているのではなく、全て連動してチームや組織は動いていると
いう意識付けにもなります。他には、当社の課題を改善するために、ま
た強みをもっと強くするためのプロジェクトチームを発足していますが、
プロジェクト内容と担当者名も組織図(上部)に組み込んでいます。この
プロジェクト内容を他部門のメンバー同士で把握することにより、自社
の強み・弱みを全員で共有することもできます。 

ユタカ組織図 



 当社では“おもてなしの心”を大切にしています。お客様をはじめ、現場の近隣
の方への対応もきもちよく！をモットーにしています。また、電話での第一印象も
大切にしています。特に、第一声から本題に入るまで＇あいさつから社名を名乗り、
そして相手の用件を聞く（、印象を左右する初期対応に気を付けています。それ
から、来社されるお客様には、気持ちよく帰って頂くまでの演出＇挨拶、お茶出し
等（も心がけています。 

 当社では“5Ｓ”に取り組んでいます。その結果、たとえば事務所内はいつも綺
麗に保たれています。保つ方法の１つとして、毎朝30分間の掃除は、事務所内
のメンバー全員で真剣に取り組みます。各人の掃除の仕方にムラがでないよう
にルールがあり、シフト化しています。また、書類・書籍・文具等はすべて見えな
いように収納しています。また各自の机には引き出しがありません。 

 必要最小限のものが机上にあり、ムダなものは共有する空間にもほとんどあり
ません。 

お客様への対応を大切にしています！ 

綺麗な空間が自慢です！ 



 工事現場で必要な資格取得のほかに、管理側でもレベルアップのための資
格も取得しています。取得をすることにより、社内教育や勉強会の講師をした
りと全体のレベルアップを促進する役割ができるようになり、モチベーション
アップにもつながります。 

 コンプライアンスのためにも、見積書や契約書はわかりやすく、そして “見え
る化“”見せる化“の仕組み作りに力を入れています。例えば、当社の見積書
は詳細に記載するようになっており、また写真付きのパンフレットもありますの
で、解体工事の内容がまったくわからないお客様にも理解して頂けるようにし
ております。 

  

産廃処理委託契約書 

社員の資格取得に積極的に取り組んでいます！ 

文書は明確＆法令順守を原則としています！ 

見積書 



 工事現場では、お客様にだけでなく近隣の方にも安心して頂けるように工
事の内容、スケジュール、責任者名等をはっきりと看板で表示をしています。 

 実際、コンプライアンス上では当社が表示しているいくつかの看板は提示す
る必要はありません。しかし、尐しでも企業努力によって外部の方々に“安
心”を提供できればと思っています。 

 また、工事現場メンバーの服装にも心掛けています。全員お揃いの作業服
で身だしなみをきちんとすることにより、現場での“清潔感”も大切にしていま
す。 

施工中も『見られている』意識を大切にしています！ 



 当社は、“柳川“という地に創立させて頂き40年以上が経ちますが、いつもこの
地域の方々にお世話になりながらお仕事をさせて頂いています。そんな“柳川“地
域の方のお役に尐しでも立てることができればという思いから、2011年4月から
『ユタカイズム』というニュースレターを発行し始めました。 

 この記事の中に、柳川を紹介するコーナーを設け、色々なお店や柳川の歴史の
紹介をしています。このニュースレターを読んで頂いてる方の中には、柳川に興
味を持って頂き、”是非、柳川に観光しに行きたい”と言って頂くこともあります。 

 

 また、当社は解体という枠に捉われずにいろいろな活動をしていますが、それを
記事にすることによって尐しでも情報発信ができ、読者の皆様の行動のきっかけ
のひとつになることができればという思いで発刊しています。 

  

ニュースレターを発刊しています！ 



 仕事を進める上で、“チームワーク“は必要不可欠です。また、他部門との連
携や、会社の方針を協調して成し遂げるためにも”チームワーク”は重要です。 

 当社では、このチームワークを強化するための１つの手段として、各部門で
のミーティングと全部門でのミーティングを週1回実施しています。問題の定義
や改善の提案、業務の変更連絡など“報・連・相”の方法をミーティングによっ
て身につけていきます。 

 また、問題点があり部署内では解決できないことであれば、他部門のミーティ
ングに参加し、問題点を促したり改善案を求める作業をします。問題点を共有
することに、他のメンバーの問題意識も高まり、情報の共有化もできるようにな
ります。全部門でのミーティングも、現状の把握ができチームワークの向上に
繋がっています。 

チームワークつくりは週1ミーティングの継続で！ 

週1ミーティングの流れ 



 社内教育のひとつに、新人教育プログラムがあります。 

 入社初日から、工事部配属メンバーは3日間、営業部などの管理部配属メン
バーは1週間かけて、経営理念とは？から始まり、実践的な内容までをみっち
りと学びます。以前は、新人教育もせず入社初日から現場入りでしたが、新人
教育プログラムを導入することにより、問題発生率も低くなり、また自己成長の
伸びも早くなりました。 

 その他には、社員の要望に応じて勉強会も開催します。例えば、以前工事部
メンバーより“原価について勉強したい”との要望があり、さっそく5回＇1時間/

回（にわたって、経理の資格を持つメンバーが講師となり開催しました。工事現
場から戻ってきての勉強会スタートでしたが、受講者は真剣に聞き、そしてわ
からないところは積極的に質問をしていました。 

 

 社内教育を実施する上で大切なことは、教育を受けている社員の声も聞いて、
プログラムの内容を常に改善していくことです。また、社員自らが講師となって
他の社員に教育を実施していくことも、教える側は多くの学びを得ることができ
ます。 

社内教育で人財のレベルアップを目指します！ 



 工事現場での作業は、小さなことから大きなことまで安全衛生法という法律を順
守しながら実施されています。また、事務所内での事務作業＇書類作成（も小さな
ことから大きなことまで安全衛生法に係わっています。このように、日々安全衛生
法に気を付けるために、当社では年に2回全体安全講習会を実施しています。ここ
では、緊急事態の連絡体制を確認するためのシュミレーションを実施したり、消防
署からの支援で心肺蘇生法等の講習も実施しています。その他には、安全大会を
実施し、安全についての勉強をします。また、日頃安全に気を付けている工事部メ
ンバーを最優秀安全者として年に2名表彰しています。それから、当社で1年間掲
げる安全スローガンもメンバーから募集をし、スローガンを選ばれた1名も表彰さ
れます。メンバーひとりひとりの安全に対する意識を常に上げるよう、当社ではこ
のような活動を行っています。 

安全第一主義を徹底します！ 



 当社では、いくつかの団体に加盟し活動しています。他団体との関わり合い
により、いち早く情報を得て、行動に移すことができます。 

 例えば、廃棄物処理法改正の情報はいち早く得ることができますので、契約
書内容の変更等も含め業務体制を整えることができます。それにより、お客様
にご迷惑をお掛けすることなくスムーズに通常通りの業務が行えるようになりま
す。 

 また、当社では対応することができないようなお客様からの難題も、加盟団体
の他業種、他業者の方たちとの連携で解決することもできます。他には、普段
の交流から得ることができる新しいアイディアや取組みも当社の業務に取り入
れております。 

 当社が“新卒採用活動”に踏み込んだきっかけも、同団体に加盟している他業
者からの勧めがあったからです。 

 

 

合同勉強会 処理施設見学 

他業種、他社との交流を積極的に行います！ 



 創業以来初の新卒採用活動を数年前から取組初めました。きっかけは、この
業界のグレーなイメージを打破するためにも、新しい旋風を一緒に巻き起こして
くれる人財が欲しいという強い思いからでした。 

 特に、この業界として採用活動に取り組むということ、また大卒者を新入社員
として受け入れるということは当社レベルではとても難しいことでありました。し
かし、その難題にも立ち向かい、真剣に取り組むことにより、知的資産が増える
結果となりました。 

 まずは、新卒者にこの業界のこと、当社の事を説明し理解してもらうため、そ
して実際にスムーズに業務に取り組んでもらうためにも、既存の業務内容を把
握し、ムダ・ムリ・ムラな業務は1本化するという改善や、整理整頓から始まりま
した。もちろん、受け入れる側の既存メンバーもレベルアップが必要なため、社
外の勉強会に何度も参加しました。そこでは、仕事で基本になっている“報・連・
相”、“ＰＤＣＡ”、“チームワーク”について改めて勉強しました。社員は、これら
を実際に自分の行動に落とし込み、そして新入社員に教育することが求められ
てきます。 

 また、会社説明会や採用試験＇3次まで（を実施することにより、プレゼン力や
企画力も当初に比べてレベルアップすることができました。失敗する事も多々あ
りましたが、その失敗から学べるものもたくさんありました。この活動を実施する
ことにより、自社レベルでの新入社員研修や既存メンバー用研修など教育プロ
グラムの仕組みも作り上げました。当社の資産＇ヒトやモノ（が増えたのです。こ
の経験を同業他社の方にもぜひ体験してもらいたく、いろいろな勉強会で“成功
体験”として発表させてもらっています。 

採用活動で得た強みとは？ 

イメージ脱却の為に採用活動を行います！ 



 この業界は、まだまだ多くの方々からグレーなイメージを持たれています。そ
んななか、いちはやくこのグレーなイメージから脱却したい！という思いから、新
事務所を建設する際、この業界の事務所とは思われないような“スタイリッシュ
な事務所“をテーマにデザインしました。 

 また、いろいろな業種のお客様に気軽に来て頂けるような事務所作りにも力を
注いでいます。仕事の内容やそこで働く人たちの技術力や対応はもちろん大切
ではありますが、皆さんが安心して来て頂けるような外観や雰囲気作り等、内
観の維持も重視しています。 

Aggressive 

イメージ脱却の為には、まず見た目から！ 



 住宅やビル等の建物をいかにして正しく壊すかがプロの壊し屋です。 

 

 解体する時に、住宅やビル等から出る廃材は、ほぼ100％リサイクルでき
るものです。その処理の仕方が間違っていたり、リサイクルせずに山の奥へ
と捨ててしまう業者がまだまだ多いなか、壊すプロもまだまだ尐ないのが現
状です。ちなみに、当社でのリサイクル率は90％ですが、この残りの10％は、
“がれき類”として安定型埋立処分場へ運ばれ処理されています。 

 この10％をいかにしてリサイクルできるかが、今後の当社の課題となりま
す。目指すは100％リサイクルする壊すプロ！！ 

 今後もこの仕事をしていくうえで、当社は“環境保全に大きく係わり合ってい
る“という認識を全員が持ち、実行することこそが、壊すプロとして大切な心
構えであると考えます。 

当社は、壊すプロを目指します！ 



1968年10月 解体屋「豊解体工業」創立 
            創立当初は、建造物を手作業にて解体。 

            解体屋は、柳川エリアではまだまだ珍しい業種です。 

 

1984年  3月 木くず破砕の中間処理施設設立 
            既に、この頃から廃棄物を再資源化するという“リサイクルへの 

            関心がありました。 

1991年10月 解体業「有限会社 豊解体工業」と改称し、会社組織へ 
 

1997年  6月 がれき類破砕の中間処理施設設立 
            ここから更なる循環型社会に向けて突っ走ります。 

2001年 1月 Come Back 事件!? 
            現経営者である恩田昭美が前職を辞め、ユタカに帰ってきました。 
            会社創立以来、初の女性リーダーが誕生します。 
            ここから現在のユタカの強みでもある“ソフト部門”の強化が始まります。 
            社内教育、文書管理、外部との連携等、お客様満足度UPに繋げます。 
 

2004年  4月 選別中間処理施設設立 
            産業廃棄物リサイクル率100％を目指し、新たな処理方法へと取り組みます。 
 

2007年11月 ソリューション事業部の発足 
            お客様満足の強化、また解体工事＆産業廃棄物収集運搬・処分部門の 
            管理対策の為に新しい部門の発足です。 
            発足後、ISO14001取得や優良評価制度適合の認定を受けました。 
            “見える化”も図り、お客様から見て「怪しくない」業者を目指します。 

2009年 5月 「株式会社 豊解体工業」へ改称 
 

2010年  4月 ユタカ初の大卒新入社員の採用 
            今まで中途採だった営業部や管理部に、新たな旋風を巻き起こします。 

            今まで社内で気付くことの出来なかった、新たな視点や観点を取り入れ、 

            解体業という枠から飛び出します！ 
 

2010年12月 福岡県経営革新計画承認 
            今までの解体業という経験と、新たに得た知識で、お客様のお困りごとを 
            解決するための取り組みを経営革新計画にして、承認を受けました。 

６．ユタカの歴史 



お客様のニーズに応えるべく、当社の持つ情報・技術を提供・ 
提案し、今現在進行している各事業を進化させていきます。 

①技術力：“日本の技術は日本一”ということで、ノウハウや日本人のもつ独自なパワー、ま
た仕組みを持って海外へ解体技術提供を、ビジネスとして考えています。 

②総合力：建築物解体事業から始まり、リサイクル事業まではまだまだ未開発分野ではあ
りますので、さらに力を注ぎ、業態を総合的に進化させていくことを考えています。また、ソ
フト部門を強化し、さらには管理体制を強化して業務全部を一括で受注に結びつけていく
ことも考えています。 

④教育コンサルティング：環境や顧客のニーズに合わせ、産業廃棄物の法令等を各業務
に落とし込み、作業者の方や事務の方に、教育・指導を行うビジネスを考えています。 

⑤環境ビジネス：省エネに関する商品等を取り扱う事業を考えています。 

③他社協力：とりまく環境に合わせて、それぞれ得意な分野の仕事をネットワークの業者
それぞれがうけもち、総合的にチームで仕事をすすめていきたいと考えています。 

目に見える“美”と見えない“美”の追求へのお手伝い！ 



８．社員の目標 

・目標に向かって仕事をきちんとやり遂げ、一年が終わった時に目標が達成してよ
かったなと思うことができるよう、全員でがんばっていきたい。また、初心を忘れずに
安全第一でがんばる。＇Ｈ.Ｏ（ 
 

・ＫＹミーティングで行ったことを意識して作業に取り組み、終わった時に出来たかどう
かを確認する。そして、出来ていないところは、なぜ出来なかったのかを考え、次から
は出来るように安全第一で作業に取り組む習慣をつける。 ＇Ｙ.Ｎ（ 
 

・解体現場では近隣の方々に必ず挨拶をする。 ＇Ｔ.Ｓ（ 
 

・毎日、無事故で仕事をする。また、現場の中はいつも整理整頓を心がける。 ＇Ｈ.Ｄ（ 
 

・早寝早起きを心がけ、健康管理に気を付ける。 ＇Ｔ.Ｎ（ 
 

・コスト意識を持ち、常に気配り、目配り、心配りに気を付ける。 ＇Ｓ.Ｈ（ 
 

・“報・連・相”を確実にしていく。 ＇Ｙ.Ｕ（ 
 

・お客様から喜ばれるようにきれいな仕上がりにする。 ＇Ｋ.Ｔ（ 
 

・段取りを良くし、わからないところがあれば必ず上司に相談をする。また、何にでも
チャレンジをし、失敗しても必ずプラス思考で前向きに仕事をする。 ＇Ｔ.Ｉ（ 
 

・１人当たりの月額目標に向かって、みんなと協力し合い、事故のないようがんばる。 
＇Ｈ.Ｕ（ 
 

 

ユタカな人財は、ひとりひとりが個人目標をもって 
仕事に取り組んでいます！ 



・みんなとのコミュニケーションを常に取り合い、無事故につなげていく。 ＇Ｋ.Ｋ（ 
 

・工事におけるコスト意識の徹底を図るため、仕組み作りを行い、ＰＤＣＡを繰り返し行
い「ユタカ体制」を作り上げる。 ＇Ｋ.Ｏ（ 
 

・営業利益の確保の為の補助、また見える化による数字＇原価（に対する意識付けの
仕組み作りに取り組む。 ＇Ｍ.Ｍ（ 
 

・品質・安全第一主義の橋渡し役として、「報告・連絡・相談」を必ず行う。また、組織
営業のリーダーとして、ユタカのイメージを売り込むためのアクションを常に意識する。 
＇Ｍ.Ｕ（ 
 

・常に問題意識を持ち、問題点からユタカルールを作り、守れるチームを目指す。ま
た、コミュニケーションを常に図り、仕事効率ＵＰを意識し行動するチームを目指す。 
＇Ｔ.Ｎ（ 

８．社員の目標 



おわりに 

知的資産とは 

 「知的資産」とは、従来のバランスシートに記載されている資産以外の無形
の資産であり、企業における競争力の源泉である人材、技術、技能、私的財
産＇特許・ブランド等)、組織力、経営理念、顧客とのネットワーク等、財務諸表
には表れてこない、目に見えにくい経営資源の総称を意味します。 

知的資産経営報告書とは 

 ｢知的資産経営報告書｣とは、目に見えにくい経営資源、すなわち非財務
情報を、債権者、株主、顧客、従業員といったステークホルダー(利害関係
者)に対し、「知的資産」を活用した企業価値向上に向けた活動＇価値創造
戦略（として目に見える形でわかりやく伝え、企業の将来性に関する認識
の共有化を図ることを目的に作成した報告書です。経済産業省から平成
17年10月に「知的資産経営の開示ガイドライン」が公表されており、本報告
書は、原則としてこれに準拠して作成しております。 

作成支援外部専門家 

作成協力機構 

  

 本知的資産経営報告書の作成にあたっては、客観性の維持、向上させる
趣旨から、次に掲げる専門家のご支援を賜りました。 

 有限会社 薗田経営リスク研究所 
     中小企業診断士 

    1種情報処理技術者    薗田 久恵 氏 

 本知的資産経営報告書の作成にあたっては、次に掲げる機関及び支援
者のご協力を賜りました。 

 福岡県中小企業団体中央会 
      

    企業支援室 室長    秋月 武敏 氏 


