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知知 的的 資資 産産 経経 営営 報報 告告 書書 とと はは

「知的資産」とは、従来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、知的財産
（特許・ブランドなど）、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、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。

よって、「知的資産経営報告書」とは、目に見えにくい経営資源、即ち非財務
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すく伝え、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する書類です。

｢知的資産経営報告書｣の作成については、2005 年10 月に公表された経済
産業省「知的資産経営の開示ガイドライン」が公表されています。

出典：近畿経済産業局 出典：経済産業省知的資産経営ポータル
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出典：帝国データバンクホームページ「知的資産経営のススメ」
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ごご ああ いい ささ つつ

私たちは、お客様が望む創造を図面に起こし、職人の手を借りながら
機器、装置等に命を吹き込み、お客様の元へご提供しております。機器、装置等に命を吹き込み、お客様の元 提供しております。

これまで、様々な業界の方と業務を通じてお付き合いさせて頂きました。
製鉄業界、原子力業界、産業界等

そこで生まれた世界にたった一つしかない、
お客様だけのオリジナルの機器、装置。
私たちは、お客様の見せるその笑顔のために、
日々ものづくりに励んでいます。

そして、近年、更にお客様の笑顔を増やすため、
長年培った技術を融合した、自社製品を開発し、販売しております。

これからも、お客様の笑顔のために、日々成長していきます。

代表取締役 泉 富栄
いずみ とみ えい
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経経 営営 理理 念念

当社当社は、社会に貢献し、社員とその家族を幸せにするために存在するは、社会に貢献し、社員とその家族を幸せにするために存在する

• お客様、協力会社、関係者に貢献する

• 若者に夢と希望を与えることに貢献する

• 地域社会（日立）に貢献する

• 日本国の発展に寄与する

社会に貢献

• グローバル社会に貢献する

• 固定月給とし、頑張って成果が現れたら成果給を加算する

• 公私に困ったら相談にのり、会社としてやれることをする会社は家庭

• 国内外の取引先、協力会社へ積極的に出向き社外を経験する

• コミュニケーションを多く持つ（会話・会食・娯楽）
社員は家族

社員は人財

S.P.エンジニアリングは、

人財は大切に育てる

①社員が会社という家庭で楽しく過ごせる場所

②社員の家族が、社員が安心して働く会社（家庭）であると安堵する場所

③人々が楽しく集まる場所、遊びにきていただける場所
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１００年以上続く会社にする！１００年以上続く会社にする！



経経 営営 理理 念念

事業指針（４つの原則）事業指針（４つの原則） １．安全１．安全 ２．品質２．品質 ３．納期３．納期 ４．コスト４．コスト

仕事への取組み姿勢

• 仕事は全体を把握し、やるべきことが全体の中の
どの位置にあるかを見極めて取り組む

全体プランの把握

• 本気、元気、やる気、勇気、根気５つの気

• 報告、連絡、相談をする報連相

• やれることは必ず実行する失敗を恐れない

• プロセスが大事評価は結果だけではない

• 関った仕事は、最後まで責任を持つ責任感を持つ

• 担当した仕事は、必ず自分の目で見る現場、現物、現実

• 社会のため、相手のための誠意をつくす誠意をつくす

番大切なも は 人 心 気持ち ある（お金や職位 はな ）番大切なも は 人 心 気持ち ある（お金や職位 はな ）一番大切なものは、人の心・気持ちである（お金や職位ではない！）一番大切なものは、人の心・気持ちである（お金や職位ではない！）
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あいさつあいさつ、気配り、心配り（心遣い）、思いやり、気配り、心配り（心遣い）、思いやり を忘れずに！を忘れずに！



経経 営営 理理 念念

毎日、100年企業になるために確認をしている格言

松下幸之助 1977年3月18日 オイルショック時の提言

～不況について～

不況といい 好況といい 人間がつくりだしたものである不況といい、好況といい、人間がつくりだしたものである。
人間がそれをなくせないはずはない。

不況は贅肉をとるための注射である。
今より健康になるための薬であるから、いたずらにおびえてはならない。
不況は物の価値を知るための得がたい体験である。

不況のときこそ企業は伸びる不況のときこそ企業は伸びる。
かつてない困難、かつてない不況からは、かつてない革新が生まれる。
それは技術における革新、製品開発、販売、宣伝、営業における革新である。
そして、かつてない革新からは、かつてない飛躍が生まれる。

不況難局こそ、何が正しいかを考える好機である。
不況のときこそ、ことを起こすべし、政府も勇猛果敢に政治の大転換を図り、
徹底 積極 策 あ徹底的に積極政策をとるべきである。

1977年3月18日 読売新聞掲載
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企企 業業 のの 概概 要要

１． 商号 S.P.エンジニアリング株式会社
（System & Project Engineering Co., LTD.）

２ 所在地 本社 技術を構築する会社という意味が２． 所在地 本社
〒317-0074
茨城県日立市旭町2丁目2番11号
（JR常磐線日立駅東口下車徒歩5分）
TEL : 0294-24-7555（代表） 050-5507-0379（IP電話)
FAX : 0294-22-2765 0294-24-7563

３． ホームページ http://www.sp-eng.co.jp/

技術を構築する会社という意味が
込められており、その頭文字である、
System&Projectが会社名として
使われています。

ホ ム ジ http://www.sp eng.co.jp/

４． 設立年月 1974年 （昭和49年） 10月1日

５． 資本金 １，０００万円

６． 代表者 代表取締役社長 泉 富栄

７． 事業内容 ○総合エンジニアリング
○製鉄機械設計・製作○製鉄機械設計・製作
○原子力関連機器設計・製作
○他各種プラント設計・製作

□研究開発、実験装置 □プロセス計装
□各種省力化装置

○建設業
□機械・機具設置工事 □各種電気工事
□管工事 □各種装置据付け工事□管工事 □各種装置据付け工事
□鋼構造物工事 □建築工事
□土木工事 □とび・土木工事

○放射線管理区域内工事
○海外ビジネス
○人材派遣業
○環境／新エネルギー
○特殊廃棄物処理
○自社開発品

８． 主たる取引先 株式会社日立製作所
日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社（ＨＧＮＥ)
三菱重工業株式会社（ＭＨ）
三菱日立製鉄機械株式会社
株式会社東芝株式会社東芝
日立金属株式会社及び関連会社
株式会社日立パワーソリューションズ
独立行政法人日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）
ＴＤＫ株式会社
株式会社ＩＨＩ
日本センヂミア株式会社
日鐵商事株式会社
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日鐵商事株式会社
日立三菱水力株式会社
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）
産業科学株式会社（ＳＫＫ）



企企 業業 のの 沿沿 革革
年月日 当社の動き 業界の動き 世の中の動き

１９７４年 産業機械の「エンジニアリング事業」を
主目的に設立。
代表取締役：小野 英寿（現取締役会長）
原子力研究所 動力炉核燃料開発事業関連を

東海発電所（GCR）が営業開始
（1966年）
関西電力美浜発電所１号
（PWR）が営業開始（1970年）

石油危機により電力使用制限
令が発動

原子力研究所、動力炉核燃料開発事業関連を
主たる事業とする。

（PWR）が営業開始（1970年）
東京電力福島第一１号が営業開
始（1971年)

相次いで原子力発電は本格化
した。

１９８３年 本社事務所を茨城県日立市旭町２－３－１５に
移転する。

国内の原子力発電所可動基数が
25台になる。

中国自動車道が開通
東京ディズニーランド開園

１９８４年 製鉄機械（冷間圧延機）事業を開始する 万円札 福沢諭吉 五千円１９８４年 製鉄機械（冷間圧延機）事業を開始する。 一万円札・福沢諭吉、五千円
札・新渡戸稲造、千円札・夏
目漱石を肖像とした新札が発
行される

１９８５年 資本金を５００万円に増資。 関越自動車道が全線開通

１９８６年

資本金を８００万円に増資。 男女雇用機会均等法が施行

ソ連のチェルノブイリ原子力ソ連のチェルノブイリ原子力
発電所で爆発事故

１９９０年 燃料電池関連事業を開始する。 日本初の月面探査機「ひて
ん」打ち上げに成功

１９９５年 本社事務所を茨城県日立市旭町２－２－１１に
移転する。
資本金を１０００万円に増資

阪神淡路大震災が発生
地下鉄サリン事件

２００２年 原子力 製鉄機械で培 た技術を応用して ロ圏12 国で欧州単 通２００２年 原子力、製鉄機械で培った技術を応用して
特殊廃棄物処理装置の開発を開始する。
代表取締役に泉 富栄就任。

ユーロ圏12ヶ国で欧州単一通
貨「ユーロ」が流通開始

２００９年 三菱日立製鉄機械株式会社より感謝状を頂く。 全国初の裁判員裁判が始まる

２００９年 本社事務所を新築する。

9 S.P.エンジニアリング株式会社



企企 業業 のの 沿沿 革革
年月日 当社の動き 業界の動き 世の中の動き

２００９年 ひたちなかテクノセンターに営業を目的とした
スモールオフィスを開設する。

２００９年 特許取得「放射性廃棄物用減容処理装置」

２０１１年 自社開発事業、グローバルビジネス拡販強化。 東日本大震災発生

２０１３年 PERSONAL2007(水素水生成カプセル）
販売開始
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事事 業業 のの 概概 要要

当社の主な業務内容は、機器・装置等の計画段階におけるデザインレビュー、詳細設計、製作、
組立、検査、引き渡しに至るまでのトータルソリューション、及び現地への据付工事、試運転指導
等、お客様のご要望に応じた幅広いサービスの提供が特徴です。

具体的には 原子力機器 製鉄機械 研究開発機器等 産業の基幹となる様々な製品を提供し具体的には、原子力機器、製鉄機械、研究開発機器等、産業の基幹となる様々な製品を提供し
ています。

なお、当社では、「原子力機器・製鉄機械」を事業の２大柱とし、それらを応用・発展させる形で、
自社オリジナル品の開発を行っており、事業の３本目の柱として育ってきています。

さらに、これらの事業のグローバル展開も積極的に図っていく予定です。

原
子
力
機
器

製
鉄
機
械

自
社
開
発
品

応用
発展

グローバル
展開

事業の２大柱

当社は、国内外の製作・組立専門の協力会社を選定し、協力と信頼関係を築き、一緒になって
ものづくりに取り組む、ファブレス形態を取っています。このファブレス形態のおかげで、お客様の

３本目の柱
海外市場

（電力、重工、インフラ）

予算編成営業

企画

受注

多種多様なご要望に応えることができています。
なお、当社の業務フローの概要は、下記のとおりです。

見積

設計
デザイン
レビュー

アウトソーシング

自社

部材調達外注加工引き渡し

顧 客 当社
指導
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組立検査荷造運搬工事



事事 業業 のの 概概 要要

原子力機器（全般）

発電所発電所

研究所
（大強度陽子加速器施設）

弊社が取り扱う原子力機器は、原子力エネルギーを取り扱う、
下記の様々な産業にサービスを提供しております。

12 S.P.エンジニアリング株式会社



事事 業業 のの 概概 要要

原子力発電所では、ウラン燃料の核分裂により発生する熱を利用して蒸気をつくり、巨大な
タ ビン発電機を回してたくさんの電気を発電しています

原子力機器（発電所、研究機関等）

タービン発電機を回してたくさんの電気を発電しています。

ウランの原子核に中性子が当たると、原子核が分裂します。この現象を『核分裂』といいます。
このとき一緒に熱が発生します。原子力発電所では、この熱を利用して水から蒸気をつくり、蒸
気の力でタービン・発電機を回して、大量の電気をつくっています。
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出典：関西電力株式会社 ホームページ



事事 業業 のの 概概 要要

原子力発電の方式（原子炉）には、沸騰水型軽水炉（BWR）、加圧水型軽水炉（PWR）の2種類
があります

原子力機器（発電所、研究機関等）

があります。
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出典：中部電力株式会社 ホームページ



事事 業業 のの 概概 要要

原子力発電所は、法律の定めにより、定期的に原子炉を止めて定期検査をすることが義務付け
られています 当社は この定期検査を行う際 必要となる点検用機器 ツ ルを供給しています

原子力機器（発電所、研究機関等）

られています。当社は、この定期検査を行う際、必要となる点検用機器、ツールを供給しています。

なお、メンテナンス用機器は、一度使うと、放射能汚染されてしまうため、定期検査ごとに、必ず
リピートがかかる製品です。

出典：北海道電力株式会社 ホームページ
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事事 業業 のの 概概 要要

原子力機器（発電所、研究機関等）

原子力燃料ペレット製造ライン

16 S.P.エンジニアリング株式会社

グローブボックス
その他にも、お客様の仕様に併せた検査ツールや
オリジナルの機器も製作しております。



事事 業業 のの 概概 要要

原子力発電所で使い終わった燃料（使用済燃料）には、まだ利用できるウランや新しく生まれ
たプルトニウムなど 再び燃料として使えるものが 約97％も残っています これを化学的処理に

原子力機器（発電所、研究機関等）

たプルトニウムなど、再び燃料として使えるものが、約97％も残っています。これを化学的処理に

より取り出し（再処理）、再び原子力発電所で使用する計画を進めています。このようにウラン資
源をリサイクルする流れを「原子燃料サイクル」と呼びます。

当社は、このような原子燃料の研究開発をお手伝いする製品を供給しています。

出典：関西電力株式会社 ホームページ
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事事 業業 のの 概概 要要

独立行政法人日本原子力研究開発機構などにおいて、原子力の新たな活用方法の研究開発
を行っていますが 当社は その研究開発になくてはならない機器を供給しています

原子力機器（加速器）

を行っていますが、当社は、その研究開発になくてはならない機器を供給しています。
日本原子力研究開発機構にあるJ-PARCは、中性子や中間子を利用して、原子や原子核の世

界を見て調べるのですが、「粒子でものを見る」とはどういうことでしょうか？

例えば、井戸の中に水があるかどうか調べる時は、懐中電灯を照らします。これは光を使っても
のを見ています。

原子の世界も同じです。私たちの目には見えませんが、X線（レントゲン線）や紫外線など、光の
一種を使って原子の世界を見て調べることができます。

か 他 水があるかどうか 調 る方法な うかしかし、他に井戸の水があるかどうか、調べる方法ないでしょうか？

石を井戸の中に投げてみれば、音や水しぶきで、水があるか解ります。光を使わなくても、石と
いう粒を使って調べることができるのです。 これが原子の世界では、中性子や中間子などの粒子
を使って見るということです。

例えば、水しぶきを調べれば、飲める水かどうかが解りますが、光を照らしただけでは解りませ
ん。

原子の世界も、X線では見えなかったことが中性子や中間子を使えば、見えることがあります。
今日本では、1,000台以上の加速器が研究用だけでなく、工業用や、医療用として病院でのが

ん治療などに広く利用され、活躍しています。私たちの暮らしや健康の向上に役立っています。

しかしながら、注意しなければならないことがあります。電気を流して動かしている時には、どの
加速器も必ず放射線が出るという点です。加速器は、電気を切って装置を停めれば放射線も止ま
ります。

そのため、必要な放射線は使いますが、不要な放射線はしっかりと止める、遮蔽することが必要
です。です。

このような訳で、当社の遮蔽体やグローブボックスをはじめ、当社の原子力機器が必要になって
くるのです。

18 S.P.エンジニアリング株式会社

出典： （独）日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）ホームページ



事事 業業 のの 概概 要要

原子力機器（加速器）

電磁ホーン吊り具 稼働壁型しゃへい体

鉄しゃへいブロック鉄しゃへいブロック 鉄しゃ いブロック鉄しゃ いブロック

電磁ホーンとは・・・
加速器で加速した陽子を集め
るレンズの役目をする機器です。

放射線に汚染される物体なので厳重放射線に汚染される物体なので厳重
にシールドされたモノの中に納められ
て稼働しています。
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電磁ホーン外部導体



事事 業業 のの 概概 要要

原子力機器（加速器）

J-PARCは「大強度陽子加速器施設」とも言います。加速器は、読んで字のごとく、「車の加速
がイイ！」などと使うように 何かのスピ ドを上げるための装置ですがイイ！」などと使うように、何かのスピードを上げるための装置です。

何のスピードを上げるかというと、原子核を作っている、プラスの電気を帯びている「陽子」とい
う、小さな粒です。

例えば、水素という原子は、原子核に陽子が1個、その周りを電子が1個取り囲んでいる構造で例えば、水素という原子は、原子核に陽子が1個、その周りを電子が1個取り囲んでいる構造で
す。

水素をどこかに閉じこめ、ヒーターなどで、どんどん温度を上げていくと、やがて原子の運動が
活発になって、陽子と電子がバラバラに飛び廻る状態になります。これを「プラズマ」と呼びます。
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出典： （独）日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）ホームページ



事事 業業 のの 概概 要要

プラズマ状態になったところで、ドーナツのような穴の空いた円盤を2枚並べ、その間に電気
（電圧）をかけます

原子力機器（加速器）

（電圧）をかけます。

陽子はプラスの電気を帯びているので、マイナスに引きつけられます。電圧をだんだん大きくか
けていくことで、陽子のスピードをどんどん加速していくことができます。これが「陽子加速器」の
原理です！

テレビのブラウン管も加速器の原理を使っています。ブラウン管はマイナスの電気を帯びてい
る電子を加速するので、円盤にかかる電気のプラスとマイナスが逆なだけです。

J-PARCは「大強度陽子加速器施設」ですが、「大強度」とは、たくさんの数と言うことです。
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出典： （独）日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）ホームページ



事事 業業 のの 概概 要要

製鉄機械（全般）

鉄は、鉄鉱石・コークス・石灰石といった原料を高炉（約2,000度）で溶かし、溶けた銑鉄を鋼片と

いう帯状の固まりにし それを圧延設備を通して 最終的な形に整えられます 当社は この圧延いう帯状の固まりにし、それを圧延設備を通して、最終的な形に整えられます。当社は、この圧延
設備に関する機器を供給しています。

板の帯は全ての圧延機を通過すると、終点で
巨大なトイレットペーパーのようなコイル状（ホッ
トコイル/熱延コイル）に巻き取られます。これが
熱間圧延機（ホット・ストリップミル）です。

出典：ＪＦＥスチール株式会社 ホームページ

熱間圧延機（ホット ストリップミル）です。

冷間圧延は、ホットコイルを常温で圧延し、板
厚をさらに薄くするだけでなく、表面を美しく、均
一にすることができます。ホット・ストリップミル
同様、直線上に配置した5～6台の圧延機の間

を通すのですが、各圧延機の回転速度が先へ
行くほど速くなるので、ロールに押されるのと同
時に引っ張られるため、ぐんぐん薄くなっていき

す 数 紙 な薄 す
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ます。0.0数mmといった紙のような薄さにする
ことも可能です。

出典： 一般社団法人日本鉄鋼連盟 ホームページ



事事 業業 のの 概概 要要

製鉄機械（本体）

圧延機（ホットレベラー） センヂマミル圧延機

伸銅用圧延機
（製鉄以外の非鉄用の

圧延機も対応しています）

製鉄機械（スキンパスミル）
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事事 業業 のの 概概 要要

製鉄機械（周辺機器・装置）

ミルガイド
（ロ ラ ガイド等の誘導装置）

製鉄スリッター＆シャーライン
（紙 フィルム 金属箔等の （ローラーガイド等の誘導装置）（紙、フィルム、金属箔等の
ロール状の材料を、お客様の
ニーズに合わせた幅に切断
（スリット）しながら巻き取る
ロールとロールの加工機械）

バルブスタンド（油圧装置）熱間圧延材搬送ローラテーブル
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事事 業業 のの 概概 要要

自社開発品

原子力機器・製鉄機械の２大事業で培われた技術・ノウハウを活かし、当社が独自に開発した
製品を供給しています製品を供給しています。

なお、その中には、特許を取得している製品もあり、今後は、自社開発製品の比率を高めていく
方向です。

特許取得済み
放射性廃棄物用減容処理装置放射性廃棄物用減容処理装置

Personal2007
(水素水生成カプセル）

可搬型オイル・濾過再生装置
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事事 業業 のの 概概 要要

自社開発品

廃棄物

①廃棄物投入
③排出板の排出穴より小さく

(装置構成)

押し板

②押し板により廃棄物を回転刃と
固定刃に押しつけ破砕する。

③排出板の排出穴より小さく
なったものが排出される。

④破砕された廃棄物を圧縮減容
ビニールバックに集積させる

集積容器

圧縮減容ビニールバック

⑤圧縮成型治具を押し当て、圧縮・成型し、
圧縮減容ビニールバック内を減圧し、
真空パック状態にする。

破砕機
［破砕処理ライン］

圧縮成型治具
［圧縮・成型処理ライン］

※上記の構成は一例です お客様の用途に併せて設計していきます

26 S.P.エンジニアリング株式会社

※上記の構成は一例です。お客様の用途に併せて設計していきます。



事事 業業 のの 概概 要要

自社開発品

1．オイルを半永久的に再利用できる
オイルを長年使用すると、オイルの劣化と原因となる不純物が増加します。長
本装置に搭載されたフィルターが汚染物、酸化物、水分などの不純物を除去し、
オイルを交換することなく機械の故障を防ぎ、オイル交換費用を減らして、機械の
寿命・耐用年数が延びます。

２．必要な時、必要な場所で
従来の装置は各プラント毎に常設し濾過を行っておりました。
そのため あまり濾過量が必要ないものにも処理したり また 設置場所にも制限がありましたそのため、あまり濾過量が必要ないものにも処理したり、また、設置場所にも制限がありました。
本装置は違います。
可搬式のため、お客様が必要な時、必要な場所で濾過することができます。

３．用途に併せたカスタマイズも可能！
圧力計や積算流量計等の計器類や形状、お客様の濾過処理量等に応じて、
用途ごとに一から設計を行い、お客様に最適な装置をご提供します。
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事事 業業 のの 概概 要要

自社開発品

1．電気はいらない！だから持ち出しも簡単！
従来、水素水を生成させるポットは電気分解方式が主流でした。
そのため、必ず電気を必要とし、生成が終わるまでは、持出しすることが出来ませんでした！
Personal2007は違います！
水素生成の方式を化学反応により発生させているため、電気を必要としません。
だから、どこでも手軽に持出し、好きな時、好きな場所で水素水を生成することが出来ます！

２．カップラーメンより早く出来る！
水素水を発生する時間はわずか１～２分程度！
カップラーメンより早く出来ます！
だから好きな時に気軽に飲むことが出来ます！だから好きな時に気軽に飲むことが出来ます！

３．泡が躍る不思議な空間
従来、水素水を生成するポットは水素水が出来上がるまでは待たなくてはいけませんでした。
Personal2007は違います！
水素生成の課程をポットで楽しみながら過ごすことが出来ます！
泡が躍る、不思議な空間を味わってください。泡が躍る、不思議な空間を味わってください。

４．作り方はとっても簡単
上側キャップから水を入れて、下側キャップに専用キットを入れて、水を垂らすだけ。
難しい設定は必要ありません。

５．水素で美しく、そして健康維持
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強力な抗酸化作用のある水素は、美容や私たちの健康に様々な良い効果をもたらしてくれます。



クロスＳＷＯＴ分析クロスＳＷＯＴ分析

強み【Ｓ】 弱み【Ｗ】

積極戦略
（強み×機会）

【 】顧客対応力 信頼関係 企 提案力 技術力（設計力）

改善戦略
（弱み×機会）

【 】若手社員 設計力 技術力 弱さ 能力 足

機
会
【Ｏ
】

（
追
い
風
）

1.【S】顧客対応力・信頼関係・企画/提案力・技術力（設計力）+
【Ｏ】原子力

2.【S】顧客対応力・信頼関係・企画/提案力・技術力（設計力）+
【Ｏ】製鉄機械（圧延機）

3.【S】顧客対応力・信頼関係・企画/提案力・技術力(設計力）+
【Ｏ】自社開発品、協同開発品、産学連携品

4.【S】顧客対応力・信頼関係・企画/提案力・技術力（設計力）+
【Ｏ】産学官金連携事業、企画関連携事業

5.【S】顧客対応力・信頼関係・企画/提案力・技術力（設計力）+
【Ｏ】ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ

6 【S】顧客対応力 信頼関係 企画/提案力 技術力（設計力）+

1.【Ｗ】若手社員の設計力・技術力の弱さ・能力不足+
【Ｏ】新たなマーケットニーズ

2.【Ｗ】自社製品開発力不足+
【Ｏ】インターネット・カタログ・追い風ビジネス

3.【Ｗ】ファブレス形態の弱み+【Ｏ】グローバルビジネス
4.【Ｗ】組織力や体制の弱さ+【Ｏ】自社開発品、産学金連携

6.【S】顧客対応力・信頼関係・企画/提案力・技術力（設計力）+
【Ｏ】ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｶﾀﾛｸﾞ・会社案内

7.【S】顧客対応力・信頼関係・企画/提案力・技術力（設計力）+
【Ｏ】商談会・展示会・セミナー・その他

差別化戦略
（強み 脅威）

致命傷回避撤退縮小戦略
（弱み 脅威）

脅
威
【
Ｔ
】

（
向
か
い
風
）

（強み×脅威）

1.【S】ファブレスの強み・信頼関係+【T】ファブレスの弱み・同業者
との競争

2.【S】顧客対応力・信頼関係・企画/提案力・技術力（設計力）+
【Ｔ】原子力

3.【S】顧客対応力・企画/提案力・技術力（設計力）+
【Ｔ】製鉄機械 （圧延機）

4.【S】顧客対応力・企画/提案力・技術力（設計力）+
【Ｔ】ニーズ変化・顧客体系変化・近隣諸国との関係悪化

5 【S】人脈・ネットワ ク+【Ｔ】技術不足・人財不足

（弱み×脅威）

1.【Ｗ】若手社員の設計力・技術力の弱さ・能力不足+
【Ｔ】原発問題

2.【Ｗ】自社開発能力・体制不足+
【Ｔ】同業者との競争・人件費アップ

3.【Ｗ】ファブレス形態の弱み+【T】ファブレスの弱み
4.【Ｗ】組織力や体制・管理の弱み+

【Ｔ】情報・ノウハウの流出・ニーズ変化への対応
5.【Ｗ】モチベーションが低い、営業力不足、指導力・教育力

不足+【Ｔ】顧客の合併・Ｍ＆Ａ 自社技術不足 顧客の技5.【S】人脈・ネットワーク+【Ｔ】技術不足・人財不足 不足+【Ｔ】顧客の合併・Ｍ＆Ａ、自社技術不足、顧客の技
術力低下への対応、自己・不具合

6.【Ｗ】原価管理、資金力不足、経理力の弱さ+
【Ｔ】調達コスト高騰、人件費アップ、コストダウン要求、消

費税アップ
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価値創造価値創造ストーリー（現在）ストーリー（現在）

経営理念
（社長の思い）

強みを生み出す
努力・工夫

強み
（技術/ウハウ）

提供する
製品/サービス

得意部分を顧客

全体プラン
把握力

まず、全体を見
ようとする姿勢

社会に貢献

得意部分を顧客
の仕様書に盛り
込む働きかけ

顧客との関係を
ず 大事 顧客 見極め力

営業力

会社は家庭
社員は家族

原子力機器

ずっと大事にし
ていく働きかけ

協力会社との良
な 係を維持

顧客の見極め力

顧客への

４つの原則

１．安全
２．品質

一番大切なのは、
人の心・気持ち

製鉄機械

自社開発品

好な関係を維持
するしくみ

一貫対応力

顧客への
素早い対応力

社員が複数部署
３．納期
４．コスト

経験豊かなＯＢ

貫対応力
（計画から引き
渡しまで）

社員が複数部署
を兼任し、連携
しやすい体制

のバックアップ
体制

ベテランから若

技術力
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手へ技術を承継
するしくみ

技術の応用力



価値創造価値創造ストーリー（３年後）ストーリー（３年後）

経営理念
（社長の思い）

強みを生み出す
努力・工夫

強み
（技術/ウハウ）

提供する
製品/サービス

社会に貢献

会社は家庭
社員は家族 原子力機器得意部分を顧客

全体プラン
把握力

まず、全体を見
ようとする姿勢

社員は家族

則

一番大切なのは、
人の心・気持ち

原子力機器

製鉄機械

得意部分を顧客
の仕様書に盛り
込む働きかけ

顧客との関係を
ず 大事 顧客 見極め力

営業力

４つの原則

１．安全
２．品質
３．納期
４．コスト

自社開発品

ずっと大事にし
ていく働きかけ

協力会社との良
な 係を維持

顧客の見極め力

顧客への
素早い対応力

好な関係を維持
するしくみ

一貫対応力
（計画から引き
渡しまで）

社員が複数部署

経験豊かなＯＢ

社員が複数部署
を兼任し、連携
しやすい体制

体系的・組織的
人財育成の

しくみ

協力会社とのす
り合わせによる
アイデア創出力

のバックアップ
体制

ベテランから若

技術力

関係者みんなが
幸せになる

イノベーション
蓄積された技術の
活かし方を変える
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手へ技術を承継
するしくみ

技術の応用力



当社の今後の未来当社の今後の未来
年月日 当社の動き 売上高

２０１４年 自社製品本格化始動
・Personal2007

年11億円
（グループとして）

・可搬型オイル・濾過再生装置
・無電化自動ドア

Personal2007改良版開発（BISPO）
ＳＰＥグループ会社設立（BISPO事業）

・ジャンル：美容・健康
・実績作り（本製品使用時の効果を徹底的に調査する）
・販売元拡大（実店舗、ネット（自社サイト以外で販売（amazon、楽天等）
・生産工場拡大

搬 濾 生装可搬型オイル・濾過再生装置
・国内顧客マーケティング・営業
・独自商品の開発
・海外顧客マーケティング・営業

無電化自動ドア
・国内顧客マーケティング・営業
・海外顧客マーケティング・営業

製鉄、原子力事業
独自製品の開発・独自製品の開発

・総合エンジニアリング

他産業分野への進出

２０１５年 BISPO
・新たな戦略作り
・実績作り（本製品使用時の効果を徹底的に調査する）
・販売元拡大（実店舗、ネット（自社サイト以外で販売（amazon、楽天等）
・生産工場拡大

年商23億円
（グループとして）

生産工場拡大

２０１６年 BISPO
・海外販売
・海外販売会社設立
・海外生産工場設立

年商30億円
（グループとして）
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商品・サービス分析商品・サービス分析

売上高
（利益）

１．Personal２００７（水素カプセル）
＆Bispo（水素水生成ポット）

２．同上品 付帯加圧スプレー器
３．原子力（中性子利用分野）J-PARC KEK 

加速器関連事業

高い

１．原子力 発電所 廃炉ビジネス
（将来ビジネス）

２．製鉄機械 ロール組替え装置・フード
３．製鉄機械 メタルチョック、シリンダー＆ラム
４．製鉄機械 スリッター、シャーライン
５．製鉄機械 リコイニングライン
６．再生可能エネルギービジネス

（太陽光、小水力、燃料電池、風力）
７ 環境関連ビジネス

４．原子力 次世代巨大加速器
（国際リコライダー）（将来ビジネス）

５．原子力 原子力発電所 特殊定期点検用ツール
６．原子力 JAEA（日本原子力研究開発機構）

燃料製造関連機器
７．原子力＆医療用 特殊放射線遮蔽体
８．製鉄機械 減速機・増速機
９．製鉄機械 油機（バルブスタンド、スカム、

ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀ等）
10．製鉄機械 特殊ローラテーブル
11 イボ ジ 技術応 診断シ ム

７．環境関連ビジネス
11．ライボロジー技術応用 診断システム

（開発ビジネス）
12．ロハスの家 地中熱利用システム

（開発ビジネス）
13．プラント＆システム設計
14．制御システム設計
15．メカニカル設計

低い

１．原子力 管理区域内工事業務
２．原子力 入札案件

（役務、市販品、カタログ品）
３．製鉄機械 圧延機＆補機関連機器 以外の

設備機器
４ 製鉄機械 制御盤

１．原子力 低レベル放射性廃棄物減容処理装置
（特許品）

２．原子力 グローブボックス＆周辺機器
３．原子力 JAEA那珂研 核融合ITER関連機器
４．原子力 日立パワーソリューションズ案件
５．製鉄機械 ミルガイド・補機関係
６．製鉄機械 委託業務（SV派遣、設計請負）
７．製鉄機械 予備品等
８．特殊自動化・省力化機器低

４．製鉄機械 制御盤
５．一般産業機械
６．一般自動化・省力化機器
７．マイコン・基板ソフト設計
８．介護・医療機器
９．一般建設業
10．特定派遣業

特殊自動化 省力化機器
９．SPチャック（オープンチャック）
10．無電化自動ドア（開発ビジネス）
11．オイル濾過再生装置（開発ビジネス）
12．マイクロバブル・ナノバブル応用機器

（開発ビジネス）
13．ハイブリッド型パワーコンディショナ

（開発ビジネス）
14．バイオマス燃料製造＆発電装置

（開発ビジネス）
15．海外拡販ビジネス

弱い 強い

他社との違い
（特異性）（特異性）
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知的資産と知的資産とKPIKPIの変化の変化

財務の変化

売上高
（百万円）

1,100

財務諸表（純利益）

原子力
（40%）

製鉄機械
（55%）

その他
（5%）

今までの商品・サービス
（原子力・製鉄機械がメインビジネス）

過去
(3年平均）

原子力
（30%）

製鉄機械
（55%）

その他
（15%）

知的
資産

840

3 000

原子力
（40%）

製鉄機械
（50%）

開発品他
（10%）

製鉄機械 開発品他 原子力 製鉄機械 開発品他

現在

将来

原子力
（40%）

製鉄機械
（55%）

開発品他
（5%）

原子力

3年後の財務諸表
（純利益５％）

3,000
（20%） （60%） （20%） （20%） （60%）

知的
資産

（3年後）

3年後の商品・サービス
（開発品をメインビジネス）

（20%）

技術力を
持つ人材

サービス力
を持つ人材

社員数
（役員・パート

含む）

経営力を
持つ人材

ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ力
を持つ人材

営業力を
持つ人材

開発力を
持つ人材

知的
資産

人材の変化

１５人 １０人
過去

(3年平均）
２人 ６人

１２人現在 ３人 8人 １２人

１０人 ３人３０人

４０人 ６人 1７人

２０人３０人５０人
将来

（3年後）
５人 １６人 １５人

3年後 ①社員数50人 ②売上高３０億円 ③1人あたりの売上高6千万円 ④純利益1億5千万円知的

１２人

3年後、①社員数50人、②売上高３０億円、③1人あたりの売上高6千万円、④純利益1億5千万円、
⑤マネージメント力と開発力を持つ人材を2倍に増やし、新たな開発と拡販を進めていく。

知的
資産
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本報告書のご利用にあたって本報告書のご利用にあたって

本知的資産経営報告書に掲載しました将来の経営戦略及び事
業計画ならびに付帯する事業見込みなどは 全て現在入手可能業計画ならびに付帯する事業見込みなどは、全て現在入手可能
な情報をもとに、当社の判断にて掲載しています。

そのため、将来にわたり当社の取り巻く経営環境（内部環境及び
外部環境）の変化によって、これらの記載内容などを変更すべき
必要が生じることもあり、その際には本報告書の内容が将来実施
又は実現する内容と異なる可能性もあります又は実現する内容と異なる可能性もあります。

よって、本報告書に掲載した内容や数値などを、当社が将来に
亘って保証するものではないことを十分にご了承願います。
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