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〈知的資産経営報告書とは？〉

知的資産とは、バランスシートに記載されていない無形資産のことです。その知的資産
を活用した企業価値向上に向けた活動を、目に見える形で解り易く伝えるために作成し
た書類です。（詳細は「10.あとがき」に記載。）

弊社は、製薬・化粧品会社・健康食品メーカー・通販業者などに代わり、さまざまなサ
プリメントを製造する会社です。あなたの飲んでいる健康食品も、私たちの製造製品かも
知れません。



弊社は、サプリメントがまだ一般には今日ほど知られていなかった１９８２年の
創業以来、一貫して健康食品の受託製造の道を歩み、業界の草分け企業として期待
され、多くの顧客企業様に育てられて、今日では、錠剤、顆粒、ハードカプセル、
ソフトカプセルはもとより、それらの包装設備を含め、健康食品として求められる
ほぼ総ての分野において信頼される企業として認められることとなりました。

また近年注目を集めている機能性表示食品受託品目数においても上位にランクさ
れるなど、受託企業としての責任がますます重くなってきているのが現状です。

弊社が自己啓発を目的とする社内勉強会の一つに、外部講師の指導のもと、全社
員が参加して自社の強みや弱み・今後の方向性等について検討・整理する知的資産
経営分析を行なっており、このたび「日成興産をより知って頂くために（２０１８
年度版）」としてまとまりましたので、常々ご支援を頂戴致しております皆様に開
示させていただきました。

内容につきましては、簡略化により言葉足らずとなった点も少なからず含まれて
はおりますが、この点につきましては昨年度版と併せてご確認いただき、また更に
説明が必要な事柄につきましてはご遠慮なく弊社スタッフにご確認いただければと
思っています。

当報告書の内容や方向性につきまして、皆様からの忌憚のないご意見や助言を頂
ければ幸甚に存じます。

本年は、昨年度より実施している執行役員制度を更に進化させ、より多くの社員
が参画する組織的運営への移行を進め、これまでに積み上げた経験に磨きをかけて、
皆様により信頼される企業として成長すべく社員一同頑張って参りますのでご支援
のほどよろしくお願い申し上げます。

1.ご挨拶

２０１８年３月

代表取締役社長 藤田忠
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2.経営哲学

（１）経営理念

弊社は「食」を通じた健
康で豊かな会社づくりを目
標とし、そこに関わる全て
の人々の幸せを追求します。

（２）行動方針

顧客の思いをしっかりと
理解し、製品に命を吹き込
むものづくりが私たちに課
せられた最も重要な使命だ
と考えます。
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期
間

年 度 出 来 事 知的資産との関係他

創
業
期

～1982年
創業者(現社長）は創薬研究者として製
薬会社勤務

●製薬会社勤務時に欧州における健康食品の普及を目の
当たりにして、日本での普及を確信したことも創業動
機の一つに結びついた。

●医薬行政に関する知識はもとより、健康食品に関する
知見･見識は当時(創業当初)から高い評価を得ていた。

●本社工場は医薬品ＧＭＰに習った錠剤・顆粒製造を主
体とする工場。これが評価され、受託製造業の基礎固
めができ、顧客の信頼にもなった。

●わが国初の痩身特許（痩身用食品）が注目を集め数多
くのＴＶ出演や雑誌の取材に加え出版社からの依頼に
より複数の書物を出版した。このことは当社の知名度
アップやお客様からの信頼度向上の一助になった。

1982年4月
日成興産株式会社創業（大阪市東区）
健康食品の企画・開発・製造業として創
業、当初は西欧からの製品輸入が中心

1984年7月
本社工場開設[本社移転] （東大阪市）
錠剤・顆粒剤の製造設備を導入し、業務
の幅を拡げ顧客対応力向上

1986年5月
姉妹会社日本メドック（株）を創業し医
薬部外品、化粧品等の製造許可を取得

1988年 国内初となる「痩身用食品」特許取得

成
長
期

1991年～
2000年

技術開発に心血を注ぎ、創業期を含め
2000年までに合計１１件の特許を申請

●１１件の特許のうちいくつかは今日の製品製造に生か
されている。

●本社工場拡張移転により製造管理・品質管理体制充実

1996年4月
顧客対応力の強化するため新庄工場開設
（東大阪市）→製造可能品種の拡大

1999年1月
本社ビル竣工。同ビル内に本社工場も新
設 [移転] （東大阪市）

2000年1月

ソフトカプセル・ハードカプセル・流動
層顆粒の製造設備の設置など、大型設備
の導入して新庄工場を移転・拡充し、新
たに西工場を開設（東大阪市）

進
化
期

2003年2月
本社工場に隣接して本社工場南館を開設
し、包装工程を集約

●生産体制の集約・拡充が進む。
●進化期においても技術開発・学術研究に注力し、特許
申請は累計２０余件、学会発表・学術論文も２０余件
の実績が積み重ねられている。

●中工場はコンタミ・除菌管理充実

2004年3月 ＩＳＯ9001取得（本社工場・西工場）

2008年9月 大阪営業所開設（大阪市中央区道修町）

2008年10月
日健栄協ＧＭＰ（財団法人 日本健康・栄

養食品協会）取得（本社工場・西工場）

2013年11月 菌製剤に対応して中工場開設

2015年3月
日健栄協ＧＭＰ（公益財団法人 日本健
康・栄養食品協会）追加取得（中工場）

発
展
期

2017年3月
組織的な経営体制の強化を図る目的で
執行役員制度を導入

●現場の優秀な人材を登用し、社員の声や状況をより密
に把握してスムーズで効率の良い仕事環境を実現。

今
後
の
目
標

2018年3月～

●全社員の参加する組織的経営への移行
●顧客要望に合わせたより柔軟な顧客対応の徹底
●品質に影響のない過剰管理を見直しコストダウン
●一層の効率化、ムダの削減による顧客還元

〈大阪営業所〉 〈GMP認証マーク〉

3.事業概要

（１）会社の沿革

－３－



事業名
（製品・サービス名）

特徴 お客様（顧客）対応
売上
比率

①錠剤製造
事業開始時期：

１９８２年頃

●大小各種、三角や卵型など
数々の異形錠も対応可能
フィルムコートなどを施す
ことで、吸収速度の調節も
可能

●豊富な錠剤型保有、新規調達も迅速対応
○速容化・除放化、水なしで飲める剤型対応
可能

○ファッション性の高い着色剤型対応可能
○食品業界以外の分野にも積極対応

３７％

②顆粒剤製造
事業開始時期：

１９８２年頃

●定型・不定形の選択が可能
嵩比重の調整や味のマスキ
ングに加え溶解速度の調節
についてのノウハウは豊富

●近年人気の高い健康食品形態への対応
○窒素置換包装充填対応可能
○顆粒の溶解・分散性の調整対応可能 ２１％

③ソフトカプセル製造
事業開始時期：

２０００年頃

●油性原料の製剤化のみなら
ず粉末原料、エキス原料を
乳化分散させた製剤が可能
オーバル型、ラグビー球型、
サポジトリー型等の剤型に
対応

●液状原料のみならず粉末の乳化配合対応可能
○高度な乳化分散技術・設備により、多様な
原料に対応

○粒あたりの粉末原料配合率を上げる技術に
より対応可能

１６％

④ハードカプセル製造
事業開始時期：

２０００年頃

●打錠・顆粒化の困難な原料
の製剤化に最適
内容成分の１００％が主原
料となる製剤や味の悪い原
料のマスキングも可能
ゼラチンの他植物性カプセ
ルなどの対応も可能

●温度や圧力による劣化防止対応
○各種生菌製剤の高単位配合製品に対応
○原料臭のマスキング対応可能
○腸容化や徐放化等の機能の付加製剤も可能 ８％

⑤生菌製造
事業開始時期：

２０１４年

●生菌製剤は近年注目のジャ
ンルであり、今後の需要増
が期待できる

●生菌製剤専用工場で高度に管理された製造環
境下での製造が可能
○取扱菌種の制限がなく、幅広い生菌原料の
製剤化が可能

○業界屈指の知識・技術力で、生菌製造対応
可能

１２％

⑥その他
●充填・包装加工
●医薬部外品・化粧品
の開発・製造
事業開始時期：

１９８６年頃

●顧客の要望に応え、多種多
様の対応が可能

●顧客の要望により多様の業
種許可（食品添加物製造、
医薬品販売、医薬部外品・
化粧品製造、販売など）を
活用した多様な製剤加工に
対処

●許認可を必要とする作業にも幅広く対応可能
○食品添加物、医薬品・医薬部外品・化粧品
などの業態許可に加え、アンチドーピング
認証などにも対応

６％

〈①錠剤〉 〈②顆粒〉 〈③ソフトカプセル〉

3.事業概要

（売上比率は２０１８年２月期実績）
（２）事業内容

－４－
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市場規模
2017年の健康食品市場は1兆2,270億円となり、前年比1.9％増となりました （図１）。こ

れはピークだった2005年（1兆2,850億円)に迫る高い水準で、市場は順調に回復しているこ
とが観測され、今後の推移が注目されるところです。

業界の現状
昨年度の売れ筋商品はビタミンやミネラルなどのベーシックサプリに加え、青汁や乳酸菌

など既存の実力派商材が市場を下支えしたものの、爆発的なヒット商品は見当たらず、主に
インバウンドと一部好調であったネット販売の恩恵を差し引くと、人口減少下の逆風でこの
先しっかりと成長の足どりを築くためには、国民の健康志向をしっかりと受け止める対応が
求められるところです。

市場環境と変化
政府が、効果的な予防サービスや健康管理の充実により、健やかに生活し、老いることの

できる社会の確立を施策として掲げる中、団塊世代が健康寿命年齢に到達する2020年代を
目前にして、「治療から予防へ」を旗印として掲げる健康食品産業の果たす役割は大きく、
健康産業が更に大きく発展することが日本国民の健康寿命を伸延し、クオリティーオブライ
フ向上の大きな原動力となることから、健康食品が今ほど期待される時代はありません。

今後の展望、弊社の取組み
機能性表示食品はサプリメントのあるべき姿であり、その届け出は着実に増えています。

行政の定めたルールに適合するしないに拘わらず食品の機能性は、弊社が創業以来一貫して
取り組んできた研究テーマであり、健康食品の裏付けとなる重要な根拠です。優れた機能性
を有しながら現状では制度の適用が難しい素材についても研究、検討を怠ることなく、今後
一層よりよき製品の製造・供給に力尽し顧客サービスに努める所存です。

4.市場環境

（図1：健康産業新聞 第1635号（第Ⅱ部）2018年１月3日 特集記事「2017年総括と2018年展望」より引用）

健康食品市場を取りまく環境変化と市場動向

（健康産業新聞引用）

（弊社見解）

（弊社予測）

（弊社見解）



期 間 戦略 ・ 方針 取組み ・ 投資 ○成果 と □課題

創業期
（1982年～
1990年）

●健康食品の普及
●OEMで優れた健康食品の提供

●優れた健康食品製造のための
技術開発（製品開発及び製造
体制確立）

●製造関連諸許認可の取得と自
社製造工場(本社工場)の建設

○「痩身用食品」の特許取得（国
内初）･･････業界・マスコミに
取り上げられ認知度向上

○医薬品ＧＭＰに習った製造シス
テム構築及び医薬部外品・化粧
品の製造許可取得

□工場が手狭で製造品種・品質に
制約があるのが課題

成長期
（1991年～
2000年）

●創業期戦略・方針は継続
●製造品種の拡大及び品質向上

●技術開発も継続
●本社工場の移転拡大

○2000年までに累計１１件の特許
申請

○本社工場の移転拡大により、製
造管理・品質管理体制は充実

□幅広い顧客要望に応える設備の
拡張・品質管理の向上が必要

進化期
（2001年～
2016年）

●創業期戦略・方針は継続
●更なる製造品種の拡大及び品
質の向上により多様な顧客要
望に応える

●技術開発も継続
●大型設備導入のため、西工場
竣工

●本社南館を増設（包装工場）
●ｺﾝﾀﾐ･除菌管理を徹底した生
菌生産が可能な中工場竣工

○現在までに累計２０余件の特許
申請

○ＩＳＯ９００１取得
○日健栄協ＧＭＰ取得
○品種・目的別生産体制により幅
広い顧客要望への対応力が向上

□収益力向上（コストダウンや高
付加価値品開発等）が課題

□機能性表示食品への対応も課題

発展期
（2016年
～）

●ムダ削減によるコストダウン
●機能性表示食品への取組強化

●執行役員制度の導入
●優秀な人材の積極的登用

研究成果に裏打ちされ、科学的に立証された製品づく
りを目標として製品開発やその普及に努め、これらの
成果が、その後の発展の原動力になった。
（写真:成立した特許証の一部）

研究成果としてたどり着いた「脂肪交代理論」が社会的に注
目され、提唱者である代表取締役のマスコミ出演などにより
世間の評価を受けることとなり、本件に関する著書の一部は
当時のベストセラーとなった。

（写真：ＴＶでサプリメントについて答える社長）

弊社の取組みとして創業以来続けている食品素材の機能性研究は
今日までに申請特許２０余件、論文及び学会発表も２０余件を数
えることとなった。また、設備上も健康食品業界ではめずらしい
転動流動機能付流動層造粒機や生菌対応工場の竣工などにより多
様なニーズに備えている。

（左写真：転動流動機能付流動層造粒機）

5.これまでの事業展開

－６－



6.自社の強み･優位性（知的資産）

●研究･開発や生産技術･品質管理等のレベルアップを目指し、専門知識を習得し
た有資格者が在籍

●主な資格として社長保有の薬学博士をはじめ、以下資格者が在籍
薬剤師、国際中医師、衛生検査技師、栄養士、管理栄養士、オーガニックコンシェ
ルジュ･フードスペシャリスト、食品衛生責任者、食品衛生管理者、食品微生物検査
技師(1級)、バイオ技術者第１種、登録販売者等々（右写真: 食品微生物検査技師認定証）

○専門知識を持った人材が多い

（１）人的資産

創業以来36年間に蓄積した当社の主な強みにつき、知的資産の３つの分類（人的
資産・構造資産・関係資産）に物的資産を加えた４項目に分けて概要を記載いたし
ます。（知的資産の３分類については次頁下部参照）

●創業以来、研究開発に注力
●その成果として次のものがある。

1)20余件の特許申請（うち現時点10件成立）
2) 20余件の研究論文･学会発表
上記研究成果の中には日本生薬学会から論文賞を受賞し、共同研究機関である大
学を含めた研究者総代として弊社代表取締役が代表で受賞したものがあります。

（右写真：当社発展の礎となった各種論文及び学会での論文賞受賞式）

①優れた研究・開発力

（２）構造資産

＜優れた製造技術・製造ノウハウ＞
●顧客の求めに応じ、難度の高い多種多様な製品を製造してきた実績
●製剤技術の追及から得た高い知識、独自のノウハウを蓄積
●日健栄協GMPを取得し、これらの規範を上回る管理基準での運営

（写真：製造技術向上の為の勉強会）

＜製造可能品種多数＞
●顧客ニーズに応え、様々な剤形・形態のサプリメントに対応できる多
種多様の製造設備・生産技術を保有･蓄積

●特にソフトカプセルは、健康食品のOEMメーカーとしては関西で唯一
の受託製造業

②優れた製造力

●ISO19001の長年の運用によって培った品質管理システムを進化させて
構築した品質対応力

●GMP規範を超えた、原料受入れから最終製品出荷に至るまで、緻密な
管理手法をもとにしたトレーサビリティー （画像：GMP認証マーク）

③優れた品質管理力

●安定した財務基盤をもとにした財務戦略
●自己資本比率は中小企業平均値の2倍以上確保 （右表：賃貸対照表）

④優れた財務基盤

●「お客様の要望に何としても応えよう」という社風が根付いている
●組織的取り組みとして社内連携会議(各部門関係者参加)を頻繁に開催し、
お客様の要望等を各部門で確認･共有

⑤高い顧客対応力

資産 負債・資本

流動資産 流動負債・
固定負債

資本
固定資産

自己資本は
できるだけ厚く

－７－



6.自社の強み･優位性（知的資産）

●弊社には、難度の高いお客様の要望に、全社を挙げてチャレンジ
する精神が育っている

●全工程でGMP規範を上回る製造・管理手法が実施されている
●その結果、顧客信頼度が高まり、多くの顧客(取引先の６０％超)
とは１０年を超えるお付き合いとなっている

（写真：ＧＭＰ適合認定証）

➀高い顧客からの信頼

製造設備 品質管理設備

流動層顆粒
定形顆粒
不定形顆粒
錠剤
ハードカプセル
ソフトカプセル
コーテイング
ｽﾃｨｯｸ包装・各種包装

液体クロマトグラフ
可視・紫外吸光度測定器
崩壊度試験機
硬度・摩損度測定器
微生物迅速検査設備
加速試験設備
水分活性測定器
ＰＨ・比重・密度測定器

（３）関係資産

●社長自身が大学人として研究に携わっている実績をもとに、大
学・研究機関との信頼・協力関係ができている

●薬理試験が必要な場合などには社員が大学に出向き動物実験を
行うなど協力関係も可能

（写真：研究機関で動物実験の様子）

② 大学（薬学系）との信頼・協力関係構築

（４）物的資産

➀中工場は業界では稀な生菌製品生産可能工場

●健康食品ＯＥＭメーカーで日本ではめずらしい生菌製剤の受託が
可能な別棟工場を有している

●除菌空気の流れを２４時間管理し、施設内で交差することのない
よう工夫されている

（写真：2013年竣工、中工場外観）

②製造設備・品質管理設備が充実

●顧客ニーズに応えられるよう様々な剤形・形態の
サプリメントに対応できる多種多様の設備を保有

●品質管理についてはあらゆる項目・検査に対応す
る高度な管理技術がある

●菌数管理について一般的に難しいとされる死菌の
カウントも可能

■ 人的資産：従業員が退職時に一緒に持ち出す資産
例）イノベーション能力、想像力、ノウハウ、経験、柔軟性、学習能力、モチベーション等

■ 構造資産：従業員が退職時に企業内に残量する資産
例）組織の柔軟性、データベース、文化、システム、手続き、文書サービス等

■ 関係資産：企業の対外的関係に付随した全ての資産
例）イメージ、顧客ロイヤリティ、顧客満足度、供給業者との関係、金融機関への交渉力等

－８－



（１）クロスSWOT分析

7.これからの事業展開

➀クロスＳＷＯＴ分析により導き出される戦略Ⅰ～Ⅳ

（イ）開発･製造･品質力を生かし独自の技術を活用して機能性食品等の新規需要を増やす
（ロ）開発･製造･品質力を連動して顧客要望を上回る高品質製品を供給する
（ハ）ゼネラリストの育成により設備活用の幅を広げて製造可能品種を増やす

②戦略Ⅰ～Ⅳより導き出される将来戦略

－９－

《 強み : Ｓ 》 《 弱み ： Ｗ 》

【人的資産】
①専門知識を持つ有資格者や、製薬技術、食品加

工等の専門家が多く、幅広い視点でのものづく
りができる

【構造資産】
②高い研究・開発力（多数の特許、研究論文等）、

信頼される機能性表示食品対応力
③幅広い製造力（製造可能品種が多い、ＧＭＰ規

範を超える製造対応）
④優れた品質管理力（食品基準を超える品質管

理）
⑤安定した財務基盤（高い自己資本比率）
⑥全社挙げての顧客対応（情報共有会議等）
⑦高い顧客対応意識
【関係資産】
⑧高い顧客からの信頼
⑨大学（薬学系）との協力・友好関係構築
【その他】･･･有形資産等
⑩自然災害に見舞われにくい立地である
⑪製造設備･品質管理設備が充実
⑫中工場は稀少な生菌生産可能工場

【人的資産】
①ゼネラリストの比率が低く、

担当者（スペシャリスト）の
みでの対応に不安

【構造資産】
②決められたことは忠実に守る

が、自発的に行動する風土が
希薄

③原価意識がやや低い
④代表者の経験・能力・知恵に

頼る傾向が残っている（個人
企業的傾向）

⑤過剰品質の傾向がある

【関係資産】

【その他】…有形資産等
⑥稼動していない機械が多い
⑦倉庫スペースが狭い

<

機
会
：
Ｏ

>

【マクロ環境】
㋑高齢化社会
㋺行政(健保財政難)による後押し
㋩日本製品に対する評価が高い

【ミクロ環境】
㊁顧客・消費者の品質意識向上による高

品質化要求
㋭制度上健康食品が認知され、「機能性

表示食品」の普及によるサプリメント
の市場・用途拡大

(1)優れた開発力・製造力・品質管理力を活かし、
機能性表示制度対応商品の開発・拡販
（Ｓ②、③、④×Ｏ㋭）

(2)ソフトカプセル・生菌等の独自の製造力を活
かし、顧客要望を上回る高品質商品の製造

（Ｓ③、④、⑫×Ｏ㋥、㋭）

(1)ゼネラリストの養成・原価
教育の充実を図り、拡大す
るサプリメント需要を取り
込む （Ｗ①、③×Ｏ㋭）

(2)品質に影響を与えること
なくプロセスの合理化をは
かりものづくりコストの削
減をはかる
（Ｗ③、⑤×Ｏ㋥、㋭）

<

脅
威
：
Ｔ

>
【マクロ環境】
㋑景気変動等により消費者の購買マイン

ドが低下
㋺人口減少

【ミクロ環境】
㋩原材料の高騰
㋥企画・開発・営業力・情報収集・リー

ドタイム・加工費など競争が激しい
㋭他社の製造技術・設備・品質管理が

年々レベルアップしている
㋬一時的な価格競争などにより顧客離れ

が起きる

(1)優れた開発力・製造力・製造可能品種の多
さ・品質管理力をさらに強化し、顧客離れや品
質に対する厳しい顧客の目を克服するともに、
低価格競争に巻き込まれない高品質ものづくり
に専念する （Ｓ②、③×Ｔ㋬）

強みを活かし機会をものにする戦略（方
法） ･････････････････戦略Ⅰ

強みを活かし脅威の影響を受けないように
する戦略（方法）････････････戦略Ⅱ

弱みを克服し機会を逃
さないようにする戦略
（方法）･･････戦略Ⅲ

弱みを克服し脅威の影響
を受けないようにする戦

略（方法）･････戦略Ⅳ

内部環境

外部環境



（イ）開発･製造･品質力を生かし独自の技術を活用して機能性食品等の新規需要を増やす
（ロ）開発･製造･品質力を連動し資産を効率活用して顧客要望を上回る高品質製品を供給する
（ハ）ゼネラリストの育成により設備活用の幅を広げて対応可能業務や品種を増やす

●独自技術による開発力の強化

●社内研修制度等による技術の向上
●ゼネラリストの育成等による営業力の強化

●顧客要望を上回る製品づくり等による
顧客満足度の向上

●全社員の総力対応等による新規顧客の開拓

●提案制度の充実･ナレッジマネジメント
（ＫＭ ※下記参照）の強化
●ＧＭＰのスパイラルアップ･ＫＭの強化
●人材の採用･育成･ＫＭの強化
●ゼネラリスト育成システムの構築
●製造・品質担当者とお客様との接点を
増やす

7.これからの事業展開

（２）将来の経営戦略
➀将来の経営戦略

経営理念･経営者の想い及び前頁の経営戦略を総合して、将来の経営戦略を次のようにする。

経営理念

社長の想い
SWOT分析から
の経営戦略

（イ）開発･製造･品質力
を生かし独自の技術を活用
して機能性食品等の新規需要を
増やす
（ロ）開発･製造･品質力を連動して
顧客要望を上回る高品質製品を供給する
（ハ）ゼネラリストの育成により設備活

用の幅を広げて製造可能品種を増やす

顧客の共感共創のもと、健康で豊かな進歩発展に
貢献することを目標とし、その過程を通じて全従業
員の物心両面における向上とその家族を含めた幸福
を追求します。

●全社を見る人材への
権限移譲と、組織的経営へ

の移行
●遊休資産の効率的活用による顧

客対応力の向上および納期短縮
●原価意識の徹底による顧客還元と新
規顧客の獲得

●顧客に感謝され、世の中の役に立つ
生き甲斐を味わうことのできる
職場づくり

将来の
経営戦略

②将来の経営戦略を実現するための
重要成功要因（ＣＳＦ※下記参照）

③重要成功要因を達成するために
獲得･補強すべき主な知的資産

※“ＣＳＦ（Critical Success Factor）”とは、経営戦略を達成する上で重要な影響を与える要因のこと。
※“ＫＭ（Knowledge Management）”とは、個人の持つ知識や情報を組織全体で共有し有効に活用すること

で、 業績を上げようという経営手法のこと。
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Ｋ Ｐ Ｉ 起点年現状
(2016年2月期)

１年目実績
(2017年2月期)

２年目実績
(2018年2月期)

将 来
(2019年2月期)

売上高 １００ １０１ １０６ １３０→１２５

開発・技術力(過去1年間の新製品試作数) ３６４件 ２３２件 ２９４件 ４６０件

新規顧客数(過去1年間の新規顧客数) ９件 ７件 ５件 １５件

菌製品の製品数 ２５品目 ３２品目 ４６品目 ４０→５０品目

〈2018年3月からの新しい組織図〉

7.これからの事業展開

（３）KPI(重要業績評価指標) :将来の経営目標を達成するためのKPI

（４）組織
製造部門、営業部門をそれぞれの責任者が独立して管理していた組織から、執行役員

が連携して総括的に担当する仕組に移行し、多くの社員が参画する組織的経営の礎石と
した。

社長

執行役員

営業部 管理部 製造部 業務部品質保証部

製
造
１
係

製
造
２
係

管
理
課

倉
庫
課

品
質
保
証
課

品
質
管
理
課

営業本部 生産本部

－１１－

●売上高 ･････････ 17年期の低迷が響き18年期は未達となり最終目標値を5ポイント下方
修正したが、今期は18年度から持ち越した新規案件が多数あり、こ
れらを具体化することで目標達成を図る。

●開発・技術力 ････18年期上期に手数のかかる案件が集中したことで対応件数は減少し
た（成約率は増加）が下期以降対応件数が増加しており最終目標は
手の届く範囲にある。

●新規顧客数･･････ 18年期の数値は未達であったが、19年期にまたがって取組み中のプ
ロジェクト件数が多く最終段階では目標値に手の届く位置にいる。

●菌製品の製品数･･･品目数は着実に増加しており、最終目標値を10品目上方修正した。
更に実績を積上げ業績貢献分野として伸ばしてゆく。

【２０１８年２月期実績の点検と今後の対策】



〈人的資産〉 〈構造資産〉 〈関係資産〉

8.知的資産活用マップと価値創造ストーリー

（１）知的資産活用マップ（将来の経営戦略を達成するための）

将来獲得すべき
知的資産を示す

現在保有する
知的資産を示す

将来の
経営戦略

重要成功要因

①～⑤
提案制度の充実

ＧＭＰのスパイ
ラルアップ

ナレッジマネジ
メントの強化

人材採用・育成

製造設備･品質
管理設備が充実
（現有物的資産）

製造･品質担当
者との接点を増
やす

中工場は稀少な
生菌生産可能工場
（現有物的資産）

②技術の
向上

①開発力の
強化

③営業力
の強化、
ｾﾞﾈﾗﾘｽﾄ

の育成

⑤新規顧客の
開拓

④顧客満足
度の向上

優れた研究開発力
先進の製造技術力
高度な品質管理力

大学との信頼協
力関係構築

専門領域の有資格
者が多い

製造可能品種が
多い

高い顧客対応力

優れた財務基盤

高い顧客からの
信頼

ｾﾞﾈﾗﾘｽﾄ育成シ
ステムの構築

（
イ
）

開
発
・
製
造
・
品
質
力
を
生
か
し
独
自
の
技
術
を
活
用
し
て
機
能
性
食
品
等
の
新
規
需
要
を

増
や
す

（
ロ
）

開
発
・
製
造
・
品
質
力
を
連
動
し
資
産
を
効
率
活
用
し
て
顧
客
要
望
を
上
回
る
高
品
質
製
品

を
供
給
す
る

（
ハ
）

ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
の
育
成
に
よ
り
設
備
活
用
の
幅
を
広
げ
て
対
応
可
能
業
務
や
品
種
を
増
や
す

安全で高品質な健康食品
（顧客提供価値）

現在保有する知的資産を強化すると共に、不足する知的資
産を補充し、それらを連携させ経営戦略達成に結びつける。

－１２－



【現在～将来のストーリー】
（２０１８年～）

知的資産の活用目標

人的資産
（ヒト）

●人材の採用育成
●ゼネラリストの育成

（長期継続取組予定）

構造資産
（組織･仕組
み）

●提案制度の充実
●ナレッジマネジメントの

強化
●ＧＭＰのスパイラルアップ

（2年目標）

関係資産
（顧客･自社）

●製造・品質担当者とお客様
との接点を増やす (全社を
挙げての顧客対応を強化)

（長期継続取組予定）

その他資産 ●包装関連設備の充実

（5年目標）

〈取り組みの目標値〉

顧客と共に考え、提案するものづくり

【過去～現在のストーリー】
（１９８２年～２０１７年）

知的資産の活用状況

人的資産
（ヒト）

●知識を持った多くの有資格
者

●製薬・食品メーカー等の
出身者が多く、豊富な経験
を取り入れたものづくりが
可能

構造資産
（組織･仕組
み）

●優れた研究・開発力
●優れた製造力・品質管理力
●製造可能品種が多い
●優れた財務基盤
●社内の進んだ情報共有
●高い顧客対応力

関係資産
（顧客･自社）

●高い顧客から信頼
●大学との協力・友好関係

構築

その他資産 ●自然災害に見舞われにくい
立地（立地条件）

●製造設備・品質管理設備
充実（物的資産）

●中工場は希少な生菌生産
可能工場（物的資産）

〈取り組みの成果〉

顧客の要望に忠実に応えるものづくり

8.知的資産活用マップと価値創造ストーリー

（２）価値創造ストーリー

●左側は現在保有する知的資産で、それらを活用して提供してきた製品・サービスとその成果を示している。

●右側は将来獲得・補強した知的資産で、それらを活用し、既存知的資産と連携させて提供したい製品・
サービスと、その成果として達成したい目標値を示している。

将 来過 去 現 在
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9.会社概要

■ 会社名 日成興産株式会社

■ 創立 昭和５７年（１９８２年）４月１４日

■ 会社所在地

● 本 社 〒579-8048 大阪府東大阪市菱江２-７-４
TEL 072-963-1002 FAX 072-962-1068
e-mail info@nissei-mdc.co.jp

● 大阪営業所 〒541-0045 大阪市中央区道修町１-５-１８
朝日生命道修町ビル６Ｆ
TEL 06-6232-1700 FAX 06-6232-1705

● 本社工場 〒579-8048 大阪府東大阪市菱江２-７-４
● 西 工 場 〒578-0964 大阪府東大阪市新庄西８-１７
● 中 工 場 〒579-8048 大阪府東大阪市菱江２-１１-２２

■ 代表取締役 藤田 忠

■ 資本金 ２２００万円

■ 従業員 社員５２名（2018年2月末現在）、パート２３名（2018年2月末現在）

■ 事業内容 機能性食品・栄養補助食品製造 ＯＥＭ、ＯＧＭ受託専門企業

■ 関連許認可
添加物販売業、 医薬品販売業、 医薬部外品製造業、
医薬部外品製造販売業、 化粧品製造業、 化粧品製造販売業

■ ホームページ http://www.nissei-mdc.co.jp

アクセス図

〈中工場〉

〈西工場〉

〈本社工場ビル及び本社工場〉
（右後方は包装工場の本社工場南館）
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（５）お問い合わせ先

当報告書は次の団体、個人により作成支援されています。

●中小企業支援地域プラットホーム：近畿中小企業専門家相談センター
（代表機関：㈱エフアンドエム）

●中小企業診断士：菊田 倶光
（登録：中小企業･小規模事業者ワンストップ総合支援登録専門家）

●税理士･中小企業診断士：栗谷 郁子

（３）作成者

作成責任者：代表取締役 藤田忠
作成者：福永匡志、村上修司、稲月亮太、松田智子、田所幸恵、荘司清美

知的資産経営とは、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。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。
経営産業省から平成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います。

10.あとがき

（１）知的資産経営とは

（２）注意事項
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、全て現在入手可能な情報をもとに、当社の判断で掲載しています。
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。
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。

（４）作成支援

●TEL：０７２－９６３－１００２
●FAX：０７２－９６２－１０６８
ご質問などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

（６）発行
２０１８年３月

－１５－
〈編集責任者：福永〉





日成興産株式会社
〒578-0984大阪府東大阪市菱江2丁目7番4号


