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１．代表挨拶

経営理念

世界平和の実現、世界人類の繁栄、世界経済の発展を目指し、

企業活動を通じて地球環境と社会に貢献する。

お客様の為に存在意義のある企業になり感謝の気持ちを持ち、

価値ある商品を創造し感動と信頼を提供する。

志を持ち、革新と進歩を継続して行い、時代の変化に適応行動

して建設的成長を続け企業文化を再構築する。

社員の個性を育み、挑戦と創造性を発揮し、最適化を図り個人

と会社が自立共生する企業風土を確立する。

お客様の足に関するお困り事を解決する製品を開発し、

お役に立たせて頂く事で、お客様を創造する。
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当社の知的資産経営報告書をご清覧頂き、心より感謝申し上げます。

61期の2018年2月に初めて報告書【第１版】を開示し、新規得意先、

入社希望者、連携協業企業の増加、売り上げのＶ字回復と多くの成果

と反省がありました。その反省を踏まえ63期【第2版】を開示します。

そして、創業から90年を数えた62期は、経営革新計画の承認再取得、

幹線道路沿いの社有不動産の本格活用、新聞・TV・YouTube・マクア

ケ等の取材の申込みや広報宣伝の実施、「GUTS-MAN」の海外展開

等々の事業承継に向けての新たな挑戦の第一歩の期でもありました。

しかし、アパレル業界の市場環境はより厳しさを増し、荒波の中で

暗中模索を続けています。その荒波を当社の培ってきた知的資産を最

大活用して、当社の信じる目標に向かって乗り越える所存です。

当社の培ってきた知的資産は、自慢の高等技術や業界No.1・

Only.1の最新鋭の設備等でもありません。他社が見向きもしない案件

を知恵・工夫・協業等で他社には真似出来ないほど熱意・誠意・創意

を投入してコツコツと解決をして来ました。効率や要領も悪く、時代

に逆行する知的資産の形成を続けて来たと回顧しています。

10年後に事業承継できる企業に変革することが最終目標です。

平成31年1月27日

有限会社 巽繊維工業所

代表取締役 巽 亮 滋

2



①創 業

•当社の創業は90年前の昭和3年に遡る。巽丈太郎が東大阪で漁網用の綿糸を撚糸する

下請け加工を個人創業した。そして、終戦後の昭和27年に橿原市に工場を拡張した。

•その後、奈良県の地場産業であった靴下を製造するための編み機を数台、工場に

設備をしたのは、二代目に就任した私の実父、巽俊夫で昭和32年の事であった。

漁網が従来の綿糸から、より丈夫なナイロンに変わったための業種転換であった。

•代々、質素倹約と真面目な仕事で同業の中でも得意先の信頼を獲得してきたと自負し、

従業員や得意先の事を優先し、地域に根ざし、長年に渡り営々と生業を続けて来た。

②地場産業

に帰郷

•奈良県の靴下業界は、大手ファッションアパレルへのOEM生産の下請けを主流に、

まだ成長と市場拡大を続けていたダイエーやニチイ等のＧＭＳと言われる量販店や、

カタログ通販のセシールに納品するために海外企業も巻き込んでの価格競争や勝者の

いない得意先の争奪戦を時代の変遷とともに日々繰り広げて来た歴史を有する。

•私が近畿大学経営学部の卒業後、繊維関連の販売会社で2年余り修行し、

少しの期待を胸に、家業に従事したのは昭和61年（1986年）の24才の夏だった。

③業界の

現 状

•幼少より手伝いをしていたので知ってはいたが靴下業界の現状は昔ながらの低賃金の

内職と家族労働者による長時間労働に支えられ、斜陽産業と揶揄されてきた。

そして、売上の全てを依存する大手企業群は、他社よりもっと安く靴下を作り、

価格競争に勝つために、国内工場の下請けを切り、海外工場に生産を移していった。

•最盛期には、靴下に関連する企業群1,000者以上が集積したが、現在140者まで激減。

事業従事者の高齢化・設備の老朽化・地場の疲弊・後継者の不在が緊喫の課題である。

２-1、事業概要
起の巻 （創業から地場産業の現状。）
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①疑 問？

•地場の同業社間では、原料の仕入先も、作る機械も、後工程も、作る製品もほぼ同じ？

•他社の製品を模倣し、利益を無視し、一番安く納品する下請企業が一番優秀な企業？

•もっと安く作るために海外企業で生産する。靴下の価値は低価格だけだろうか？

•業界の同調現象と常識とされる価格競争から脱出しないと生き残れない！

•より良い新製品の創出や付加価値で自社の特徴や同業他社との差別化できないか！

•まず、靴下の編立技術を転用した関節サポーター等の用途変更した新製品を開発した。

•開発時には、提案先企業に何度も試作や試着を重ね、最終は微調整し完成させた。

•下請の受注待ちから、健康分野の企画提案型企業になり新製品の提案も始めた。

②市場調査
•開発のために休日は、朝から晩までジャンルを問わず売場を調査し、一日中歩き回った。

都会～地方、新製品にするアイデアや情報を収集するために必死に探して歩きに歩いた。

毎年、激減する売上の回復と従業員の生活を安定させる全責任が、当時一番若かった、

私一人に託されていた。責任感が強すぎる性分だけがその原動力になっていた。

•私自身、もの作りが何より大好きで、24時間365日靴下の事を考えて続けてきた。

零細企業のため、限られる経営資源や地域資源も活用し、最大限の努力を続けてきた。

常日頃のチョットした発見や異分野の取組みも応用できないかと貪欲に探し続けてきた。

③発見！ •そんなある日、ロードサイドのガテン系労働者のお店で五本指靴下を発見！

店頭前で軍手と一緒に１ダース（12足）の束にして粗雑に砂ぼこりがかかっていた。

着用すると足指が不思議な感覚に包まれた。しかし、その製品の完成度はとても低く、

改善や改良の余地が多く残されていたが、凄い可能性を感じ取った！

2-2、事業概要
承の巻 （靴下業界の常識から脱出する。）
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①業態の

変 更

•当社の毎期激減する売上を回復し企業存続するためには、長年作り続けてきた靴下から

五本指靴下に製造設備を変更したいと社内会議や技術者達に、根気よく説得を続けたが、

新しい取り組みには挑戦もせず、存続の危機に直面するもユデガエルになってしまった。

•私は新しい製品に挑戦をしないと、売上はジリ貧で回復も絶対にないと考えていたが、

社内の従業員達は、また以前のような大量の注文が突然舞い込んでくると信じていた。

②他社と

協 業

•何としても五本指靴下を製造したく、当社は下請け工場ながら孫請けの下請け工場を

外部に開拓し、設備は当社が購入し協業で生産を始めた。約30年以上前の話になるが、

当時も模倣や競争を恐れ、同業者同士が協力し合う事が殆んどない業界の慣習であった。

•初期型の機種では、踵もない筒編みしかできず、製品としての完成度も低く、提案を

しても全く売れなかった。しかし、研究熱心な技術者と製品開発を諦めずに続けた。

•やっと製品化できた五本指ソックスを通信販売のセシールにビジネスソックスとして

提案した。対面で購入しなくてすむ通信販売は「水虫のお父さん」でも購入できて、

予想以上にとても好評で、売上No.1になり、生産が間に合わないほど売れ続けた。

•次にシルクと健康を提供価値に、五本指ソックスを女性分野にも新市場を拡大した。

•スポーツ分野へは、丈を短く、生地を薄くしてランニング用。丈を長く、生地を厚く

強化してベースボール用、ファッション性とフィット感を高めてゴルフ用へと展開し、

当初は全く競合もなく、複数の大手スポーツメーカーへ販路開拓することもできた。

•当社は、五本指靴下の販売促進するために顧客提供価値として快適性を付与しようと

信州大学・奈良県工業技術センター・当社にて産研学連携で新製品の開発に挑戦した。

現在は、ゴールドメダリスト・プロスポーツ選手・自衛隊隊員・警察へと市場を拡大し、

働く男の靴下・自社ブランドとして『GUTS-MAN』を独自展開を開始するに至った。

2-3、事業概要
転の巻 （生き残るための試行錯誤。）
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連 携

5



代表の

交代

•父親の杜撰な放漫経営がピークに達した平成15年（2003年）の10月に
勝算も全く無かったが、先代より私に代表を交代した。

•その時期は日経平均株価もバブル崩壊後の最安値、7,607円のどん底だった。

•OEM先からの注文も全て無くなり、外部環境は最悪な状況に突入していった。

•その最悪の外部環境にも諦めず奈良県より1回目の経営革新計画を取得した。
そして複数の中小企業施策の活用を毎期行ない創意工夫の挑戦を開始した。

•奈良県産業振興総合センター・信州大学繊維学部・当社と産官学連携して、
開発した新製品は、GUTS-MANと命名し、働く男の靴下ブランドとして展開を始めた。

•そのGUTS-MANは、海外商標も取得し、数年前より海外展開の挑戦も始めている。
また、2019年1月末には、広報宣伝を目的にクラウドファンディングのマクアケにも
挑戦し、新規のお客様からの多くの反響に従業員一同が驚く事態も起きている。

2-4、事業概要
銀の巻 （父親から私に代表を交代する。）
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①感謝の

言葉

•さかのぼるがIT（Web)を活用しネット販売を平成9年（1997年）に未だ無名だった

楽天市場でスタートした。当社の顧客が企業体から個人に変わった瞬間だった。

びっくり！は、当社製品を使用したお客様からの感謝の言葉だった。

その感謝の言葉は、誰のために製品を創造すべきかを私達に明確に教えて頂けた。

•当社の製品は、どんな人が、どんな時に、何のために、どんな気持ちで着用して

くれるかをいつも考え心を込めて創り出しています。だから、魂を持つと信じている。

•まだまだ満足や納得ができていないですが、全製品の規格を必ず確認している。また、

毎日違う自社製品を女性サイズも着用し、自分の足でも毎日確認を続けている。

•判断基準は、「ちゃんと」自分も履き続けたいと想える製品かを毎日診続けている。

②最後の

戦略

•企業存続させ10年後に長女の美奈子に事業承継できる企業に変革を目標とする。

そのため抱える課題、負債、在庫も膨大だがその全ての課題を解決し壁を突破する。

『最後の戦略』として、顧客の足に関する「不」を解決する製品を開発し、

お役に立たせて頂き、当社を選び続けて頂く事でお客様を創造して行く。

•ヘルスケア分野の新ブランドを立ち上げ当社の存在意義を世に問う心算である。

新製品開発による顧客の開拓と企業評価を高め、顧客生涯価値を創出して行く。

③顧客を

創造

•高齢化社会が到来している。東アジアを含めた全世界的な傾向でもある。

そのため健康や美容に関するヘルスケア分野の意識は増々高まり、

一般市場の規模は、今後も縮小傾向だが、当該分野の市場はまだ成長途上にある。

•国内市場は、2013年16兆円～2030年37兆円に成長すると目論む。

海外市場は2013年163兆円～2030年525兆円に市場も成長すると推測される。

その分野の「足元」というニッチな市場の顧客を創造し、当社も再成長を果たす。

2-5、事業概要
継の巻 （選び続けて頂ける企業に変革する。）

あ

り

が

と

う

。

!
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３．ビジネスモデル俯瞰図
仕入先

奈良県内の同一の原糸メーカー
効率化を優先し単一機種に集約

県内の外注先

大量生産を基本とする生産体制
低賃金の内職と分業体制に依存

既存得意先
量販店や百貨店への

卸問屋企業のＯＥＭ生産：50％
大手ブランドメーカー

（薄利だがスケールメリット有った）
（多品種・少ロット・短サイクル）

エンドユーザ

顧客提供価値＝丈夫・快適性
（高機能・高付加価値）

【 ビジネスモデル俯瞰図 】

【 業務フロー図 】

企画・開発・試作 仕入・調達 製造・付加価値 販売・流通 附帯サービス

特徴・差別化

企画提案型企業とし

て、顧客の要望を備

に聴き取り、他社も

断った案件も別の提

案・工夫・知恵・協

業等で解決する。

特徴・差別化

県外にも仕入ルート

を保有し、定期的な

情報収集や市場調査

をより広範囲で継続

して行っている。

特徴・差別化

得意先の無理難題の

要望を、同業種から

異業種企業とも連携

協業して製造する体

制を構築し、臨機応

変の対応力を持つ。

特徴・差別化

靴下製造技術を転用

した靴下以外の製品

を製造しており、既

存の販売ルート以外

の販路も開拓してい

る。

特徴・差別化

意匠権や商標権の調

査・申請・権利化ま

で社内で行える体制

を構築している。今

後は、特許権の権利

化にも挑戦する。

エンドユーザ

ファッション・トレンド
顧客提供価値＝低価格
（速い・上手い・安い）

自社ブランド「GUTS-MAN」：30％
働く男の靴下として自衛隊隊員向け
スポーツやガテン系消費者に拡大中

海外への販路開拓を実施中

62期より開拓を開始した販売先：10％
「Cinderella-Smile」

足元のお困り事やお悩み事を抱える人
（市場の成長と発展が見込める）

エンドユーザ
顧客提供価値＝不の解消
リピートでの購入を目標

BからCにターゲットを変更

当社の競争優位性

仕入先：他の産地の原糸メーカー
外注先：同業種～異業種と協業
⇒ 顧客提供価値を製品が持つ、
付加価値や使用者の不の解消に置
いた製品開発を実施。

有
限
会
社

巽
繊
維
工
業
所

新規得意先
靴下製造技術を転用した別分野製品
コンサートやイベント会社への
スポットでのOＥＭ生産：10％
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（靴下編み機の用途変更）

8



4．製造する主要製品群

不
動
産
部
門

O

E

M

生

産

自
社
ブ
ラ
ン
ド

専門店向けデザインソックス

指定学校別スクールソックス

コンサート用リストバンド

義手・義足用特殊ソックス

健康関連五本指、サポーター

ヘルスケア分野の新規事業
Cinderella - Smile

自衛隊隊員向け高機能ソックス
GUTS - MAN

お土産物 Project

協
力
企
業

外
注
企
業

引越し会社業務用ソックス
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５．現在の知的資産経営ストーリー 10

経営理念 マネジメント 技術・ノウハウ 商品・サービス 提供価値 業績

速い・安い・上手い

頼まれたら断らない。
（できるだけ・・・）

挑戦を続ける企業風土。

・他社も断った案件も
要望を詳細に聴き取り、
考えられる最適な解決
方法を提案してきた。
また、代替え案も用意
し、一緒になって課題
を解決してくれると認
められてきた。

・試作開発時には、何
度も試作や試着を行い、
最終微調整まで時間と
手間を掛けて、お得意
先の要望により忠実に
完成させ満足を頂いて
きた。

・新規の得意先からの
試作依頼や問い合わせ
が5件以上/月入ってく
る。

・自社の保有する技術、
経験や設備だけでは、
解決出来ない案件も
あった。その場合は、
同業種～異業種企業に
連携や協業をして、技
術×技術の相乗効果で
スピードを上げて解決
するノウハウや手段を
有する。

・コストを抑制し、知
財を調査から権利化ま
で行なえる社内体制を
有する。

・守りのＩＴ活用で業
務の効率化や品質の安
定をしてきた。

・当社で製造できる製
品が流行トレンド物か
ら、スクールソックス
等の定番製品、健康関
連の関節サポーター・
義手義足用特殊ソック
ス、コンサート用のリ
ストバンドまで、多種
多様の製品が製造でき
る体制を有する。

・働く男の靴下：
自社ブランド「GUTS-
MAN」を独自展開して
いる。

・得意先の仕入担当者
への安心や期待を裏切
らない信頼を提供して
きた。

・納期・価格・品質を
死守してきたが、その
ビジネスモデルが臨界
点に達している。

・国内最後の下請け企
業として長年の取引を
続けてくれる得意先も
複数存在する。

・しかし、大量生産
を基本とするＯＥＭ
生産の売上は、毎年2
ケタの激減を続ける。

・原材料や物流コス
トも上昇を続けるが
出荷価格に転嫁でき
ず、利益もない。

そのため、長年に
渡り、企業存続の危
機に瀕している。

説明：大手企業の下請けＯＥＭ生産を長年に渡り生業にしてきた。大量に安定生産が出来ていた頃は薄利でも不良率の低減や効率化の追求にて、

なんとか利益を確保できていた。しかし、海外に生産が移され、海外企業でも生産できない少ロット・短納期・高品質の案件のみが国内企業に

振り向けられるが、原材料の高騰や物流コストの増加分を納品価格に転嫁できずにきた。

靴下業界は、奈良県が国内最大の産地を形成するが、全盛期の1980年代には1,000者以上の企業群が存在したが、現在は140者まで減少した。

また、店頭での海外製品比率は90％を越えた。「総務省統計局の家計調査」からも平成19年～平成29年の11年間の1世帯あたりの靴下購入数

は17.0足から14.6足の15％減。また、購入単価も340円/足から310円/足で約10％減と少子高齢化や人口の自然減少以上の厳しい現実がある。

2019年度（第63期）©有限会社巽繊維工業所 知的資産経営報告書 【第2版】



６．人的、構造、関係資産

人的資産

•データのやり取りで必要となるイラストレータやフォトショップ等の専用ソフトを使える人材を有する。

•お客様のお困り事を聴き取れる人材及び当社の取扱い製品を提案できる人材を有する。

•商標権・意匠権等の知財を事前調査から特許庁への申請・権利化できる人材を有する。（権利化実績は、特許

権：1件。実用新案権：2件。商標権：19件。意匠権：25件。海外商標権：1件である。）

•新規分野への挑戦や新しい取組みを臆することなく行える後継者を有する。

構造（組織）資産

• 1980年代後半より、同業他社より先んじて「守りのＩＴ活用」を実施し、技術者の「勘・腕・記憶」の暗黙

知をデータベース化し、社内業務の効率化によるコスト削減を行いお得意先の信頼を獲得してきた。今後は、

「攻めのＩＴ活用」にて、生産性の向上と売上の向上に活用し、競争力の強化に挑戦する組織を有する。

•産研学連携にての新製品開発の複数の実績を有する。また、時代の変化に適応するために多くの挑戦を諦めず

に行える企業風土を有する。

関係資産

•原材料の仕入先が硬直化しないように他府県の産地の原糸メーカーにも定期的に新素材の提案を要請している。

また、金融機関にも企業存続して行くための事業計画や進捗報告の月次報告を継続的に行っている。

•既存事業でも、自社ブランド「GUTS-MAN」の独自展開や同業種～異業種企業との企業間ネットワークを有

し、不足する経営資源を補完してきた。今後も社外の専門家や技術移転を積極的に行う所存である。

•自社の得意分野の強みと事業機会である市場の成長性を見越して、ヘルスケア分野の新ブランドに挑戦する。
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７．当社の業績を支える強み

①新製品開発の体制。

•同業種～異業種企業と協業して多品種の製品を製造できる体制を有する。

•製造部門に掛かる固定費を変動費化できる開発及び量産体制。

•多種多様の製品の生産をスピードを上げて開発から完成品まで製品化できる体制。

•知財の事前調査から特許庁への申請・権利化をコストを抑制しながら行える体制。

②業務の効率化とコスト削減を目的に「守りのＩＴ］を活用してきた。

•繊維業界は、特にIT化が遅れてきた。しかし、当社は1995年頃より一般にもＰＣが普及すると、技術者の暗

黙知を記録としてデータベース化や独自ドメインを取得し、ホームページの開設も同業他社より逸早く行っ

てきた。

• 1997年頃には、未だ無名だった「楽天市場」に出店しネット販売にも挑戦を行ってきた。

③自社ブランド「GUTS-MAN」の独自展開の経験を有する。

•産研学連携しての新製品開発を自社ブランドへの技術移転の実績を有する。

•独自の販売ルートの開拓や販売促進活動も長年行ってきた経験も有する。

•鍼灸整骨院や柔道整復師への販路も約５０件有する。

•海外展開にも挑戦中で、フランスでの展示販売やamazon米国・英国・仏国にも展開する。
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８．今後の方向性

今後の方向性

『顧客を個人に変更し、足からの健康的なライフスタイルを提供するNo.1企業に変革する。』

1. 顧客対応力を向上させる。そのために今まで未着手だった顧客の購買管理を実施し、当社を選び続けてくれる顧客を増やしていく。

2. 攻めのＩＴ（Web)活用をする。お客様の足に関するお困り事を解決する製品で、顧客提供価値を開発する仕組化していく。

3. 特許権・意匠権・商標権を迅速に権利化する。製品の模倣や追随を阻止すると同時にマーケティング活動をより強化し、差別化していく。

4. 社外には、企業間での協業や学術団体との連携の体制化をより強化する。社内では、従業員の増員と人材育成を基礎に組織化を図っていく。

リ ス ク

1. 疾病・死亡・倒産・廃業等々で当該事業計画の中止を懸念。

2. 価格競争による販路の争奪戦・模倣の激化が想定される。

3. 地域資源の疲弊、人材不足がより深刻になってくる。

4. 原材料・物流・人件費等の製造コストの大幅な増加を懸念。

5. 世界同時恐慌等による更なる消費者の購買意欲の減退。

事業機会

1. 当社の規模でも情報の発信や収集ができるＩＴ社会が到来している。

2. 既存の流通経路・業界のビジネスモデルが転換点に来ている。

3. 少子高齢化社会で、ますます健康や美容に関する需要が増加する。

4. 下請ＯＥＭ生産からの脱却が同業他社でも一般的になって来ている。

5. 製造のみならず販売のグローバル化も推進機運が高まって来ている。

6. 製品開発に置いて、顧客視点の重要性が改めて見直されて来ている。

7. 低価格志向から、本物志向や機能性重視の消費者も増加して来ている。

8. 生産性向上を図るために価格競争から価値共創への転換点に来ている。

当社の業績を支える強み

『新しい取組みへの挑戦を続ける企業風土。』

『心を込めて創ったもの作りで、魂が宿る製品群。』
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9.当社のビジョンと経営目標

①当社のビジョン

•靴下の新しい可能性を追求する。機能性や顧客提供価値に注目し、お客様の足に関する

お困り事を解決する製品を開発し、お役に立たせて頂く事で、お客様を創造する。

•自然界でも生存競争を繰り返している。弱い生き物は、生き残るために同種～異種まで群れ集って、遠くを見通せるも

の、聴覚の鋭いもの、嗅覚が発達したもの、足の速いもの、体の大きいもの等々、それぞれの強みや才能を最大限に活

用し、種として進化をしている。しかし、人間界に限ると、弱者どうしが共食いを繰り返している哀れな現状がある。

•その野生動物に見習い、困難が想定されるが、価格競争をしていた企業群と生き残る目的を同じくし賛同する企業間の

みで連携や協働し、お客様にお役に立たせて頂く事で、価値共創を果たし、新しいビジネスモデルを構築する。

•規制緩和でコンビニの数以上に増加し、事業存続率が高いとされる鍼灸整骨院等を販売協力先として事業展開する。

•お客様の事を考えながら、心を込めて創ったもの作りで、魂の宿る製品をお届けする事で同業他社と一線を画す。

•日本企業が遅れているＩＴ投資とグローバル化を行う。そして、ヘルスケア分野での顧客評価No.1を獲得する。

②当社の経営目標

•製品を市場投入前に、可能な物は知財を権利化し、マーケティング戦略も付与し、自社の新

ブランド化を創造。業界で一般的でない契約書をweb上で結び経営リスクも低減する。

•足に関する健康や美容に関するヘルスケア製品を毎期6アイテムを市場投入する。また、製品単価の利益率を50％以上

とし、その利益を協業企業間に還元することで、地域経済の活性化及び企業継承に貢献したいと計画する。また、新し

い取組みになるが、販売価格の根拠をできるだけ公開し、お客様の当社の製品価格に対する信頼性を獲得する。

•未着手の顧客管理を実施する。売上構成比として、販売先に当社の業績を左右されない様に新ブランドの売上構成比を

2年後の2020年までに60％まで引き上げる。そして、全社の売上高は昨年対比125～130％を毎期の必達目標とする。

•世界的な高齢化社会の到来を機会と捉え、差別化が困難な業界のため知財の権利化で安易な模倣や追随を阻止する。
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10．3年後の知的資産経営ストーリー
経営理念 マネジメント 技術・ノウハウ 商品・サービス 提供価値 業 績

速い・安い・上手い

頼まれたら断らない。
（できるだけ）

挑戦を続ける企業風土。

・他社も断った案件も
要望を詳細に聴き取り、
考えられる最適な解決
方法を提案してきた。
また、代替え案も用意
し、一緒になって課題
を解決してくれる下請
け企業と認められてき
た。

・自社の保有する技術、
経験や設備だけでは、
解決出来ない案件も
あった。その場合は、
同業種～異業種企業と
の連携や協業して、ス
ピードを上げて解決す
るノウハウや手段を保
有する。
・守りのＩＴ活用で業
務の効率化や品質の安
定をしてきた。

・当社で製造できる製
品が流行トレンド物か
ら、スクールソックス
等の定番製品、健康関
連の関節サポーター・
義手義足用特殊ソック
ス、コンサート用のリ
ストバンドまで、多種
多様の製品が製造でき
る体制を有する。

・得意先の仕入担当者
への安心や期待を裏切
らない信頼を提供して
きた。

・納期・価格・品質を
死守してきたが、その
ビジネスモデルが臨界
点に達している。

・大量生産を基本とす
るＯＥＭ生産の売上は、
毎年2ケタの激減を続け
る。利益も確保できて
いない。そのため、企
業存続の危機に瀕して
いる。

≪普通の靴下は、
作りません。≫

お客様の足に関する
お困り事を解決する製
品を開発し、お役に立
たせて頂く事で、お客
様を創造する。

心を込めたもの作り
で、魂の宿る製品を届
ける。

・顧客管理を実施する。
顧客のニーズを収集し、
お困り事を解決する製
品の開発を仕組化する。

・KPIの成果として、
①顧客数
②顧客購入単価
③購入頻度
を監視し、アクション
プランを遂行し、金融
機関に事業報告を続け
る事でＰＤＣＡを回す。

・複合しての知財の権
利化、攻めのＩＴの活
用、販路のグローバル
化を推進する。

・専用ソフトを使いこ
なす、やる気のある従
業員の増員と組織化実
施する。

・外部組織との協業や
連携の体制化を実施す
る。

・規制緩和で全国のコ
ンビニの数に匹敵する
ほど増加した鍼灸整骨
院を販売協力先にする。

・事業継続率も高く、
今後も高齢化社会の到
来で、需要の増加も見
込めると目論む。

・製品販売時にマーケ
ティング活動も付与し、
販売を促進し事業展開
する。

・当社の顧客の変更に
合わせ、提供価値を見
直す必要も出てきた。

・お客様の足に関する
「不」を解決する製品
を開発し、健康的なラ
イフスタイルを提供す
る企業になる。

・KPIを自社３ブランド
の新製品開発の数に設
定する。

・当社の顧客やター
ゲットを新たに見直す。
そして、企業から個人
に変更する。新市場の
開拓をする。

・3年以内に自社ブラン
ドを成長発展させて、
KGIとして、限界利益を
現在の2倍を目標数値に
する。また経常利益を
企業存続できる水準ま
で伸張させる。
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説明：今後、当社の知的資産を活用しての経営は、「最後の戦略」として、何を売るかという「商品戦略」に経営資源を集中する。

一番売れる可能性が高く、当社の強みも活かせて、規制緩和や市場の成長という時代の変化も機会として取り込み、新しい事業展開を図る。

そして、足に関する「不」を解消する「ヘルスケア分野」の製品は、一般的な製品と違う購入形態で事前の試験販売でも良好な結果が出ている。

①リピートでの購入・シリーズでの購入・大量の購入等があった。また、お友達の紹介やプレゼントでの購入もあった。

②販売代理店への許諾の要望や改良・オリジナル製品の作成依頼等の波及効果もあった。

③顧客のニーズを聴き取り、「不」を解消する製品を自社の新ブランドとして展開すれば、また新たな顧客の増加に結び付くと計画する。
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11．3Ｃに対する今後強化すべき強み

①お客様の足に関するヘルスケア分野の「不」を解決する製品開発を仕組化する。

•当社が企画提案する得意先を企業体から個人に変更する。そして、KPIを自社の３ブランドの新製品開発とする。

その成果として①顧客数（新規＋リピート客）②顧客単価（製品単価×１回あたりの購入点数）③購入頻度をモ

ニタリングし、実績値との乖離の原因を分析し、今後の施策を月次事業報告として銀行に報告する。

•また、今まで未着手だった顧客管理と顧客対応力を強化していく。また、当社製品への要望とお客様のニーズを

収集する手段として返信ハガキにＱＲコードを印刷し製品発送時に同送しデータ収集する。

•鍼灸整骨院等へ新製品のＤＭを郵送し、販路の開拓も継続的に行う。そして、広報宣伝やマーケティング活動も

実施する。新製品開発を連続して行う事を仕組化して顧客接点の強化をしていく。

②競合との協業の挑戦や学術団体等の外部組織との連携を体制化する。

•既存事業でも異業種企業や学術団体との連携や協業を積極的に行ってきた。今後、より積極的にTech Connect 

KANSAIにも参画し、外部組織との連携を体制化し、生産及び開発の差別化と競争優位性を獲得する。

•また、競争相手だった同業種企業とも協業しての開発や生産も積極的に行い実績を増やしていく。しかし、新製

品には、知財の権利化を実施する。競合の模倣の阻止に動く。また、休眠特許の使用交渉や自ら特許申請にも今

期より新たに挑戦をして行く。

③従業員の継続的な採用による組織化を構築し、事業承継を実現する。

• KGIとして『限界利益』を目標数値として昨年対比の２倍に設定する。「経常利益」も同様に推移を見守る。

•変動損益計算書及び原価計算を綿密に行って、損益分岐点と利益を明確にし、金融機関へ月次報告を実施する。

•攻めのＩＴ活用で、生産性と売上を向上させ、従業員を継続雇用し、人材育成と組織化を強化していく。

•そして、10年後を事業承継の最終期限にし、山積する課題を全て解決することを私に託された使命とする。
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1712 .数値計画 簡易キャッシュフロー＝経常利益－法人税＋減価償却費

債務償還年数 ＝借入金残高÷簡易キャッシュフロー

直近期末

（2018年3月期）

1年後

（2019年3月期）

2年後

（2020年3月期）

3年後

（2021年3月期）

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外損益

経常利益

法人税

減価償却費

簡易キャッシュフロー

借入金残高

債務償還年数

誠に勝手ながら、非公開です。



13.ＫＧＩ（重要目標達成指標）とＫＰＩ（重要業績評価指標）の関連図
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売上高

KGI
限界利益

現状の2倍目標

製造部 門

不動産部門

KPI
自社ブランド
売上を2倍にする

ＯＥＭ生産

KPI-①’
Cinderella-Smile
売上比率55％

KPI-②’
GUTS-MAN
売上比率40％

KPI-③’
お土産 Project
売上比率5％

＋

＋

＋

＋

顧客数

顧客単価

購入頻度

新規顧客数

リピート顧客数

ブランド力

製品単価

１度の購入数

顧客数

顧客単価

購入頻度

新規顧客数

顧客数

顧客単価

購入頻度

新規顧客数

リピート顧客数

製品単価

１度の購入数

ブランド力

×

×

×

×

×
×

×

×

＋

＋

＋

×

品質評価度

ブランド好感度

品質評価度

ブランド好感度

モニタリングと顧客管理を実施し、
ＫＰＩの効果を検証する。

ＫＰＩとして設定する。

×

×

×

×

×
×

当社の知的資産経営報告書の第１版の反省と、当社の抱える課題からＫ
ＦＳ（最重要要素）を再度見直した。その結果『自社ブランドの成長と発展』
からしか、当社の抱える経営課題を解決出来ないと結論した。

また、目標に対する達成度合いを定量的に表す指標のＫＧＩ（重要目標達
成指標）として、当社の売上高から変動費を差し引いた『限界利益』を目標
数値として現状の２倍に設定した。また、製造原価に対し、付加価値の高い
製品を展開出来ていることを示唆する「経常利益」も同様に推移を見守り、
今期より３年以内に目標数値を達成する。

その目標数値を達成するためのプロセスが適切に実施されているかを計
測・評価する指標としてのＫＰＩ（重要業績評価指標）には、選択と集中・優
先順位・即効性・実施可能性から、自社の新規健康ブランドの『顧客ニーズ
を反映した新製品開発』を毎期６アイテムを投入し市場展開していく。

そして、ＫＰＩの数値を、意図や意味を持った指標として可視化するために
『顧客数・顧客単価・購入頻度』をモニタリングを継続監視し、検証と改善に
活用する。また、金融機関に月次報告を行う事でＰＤＣＡを回していく。

経常利益

優先順位①

優先順位②

優先順位③

ＫＧＩとして設定する。



No. 実施事項 推進担当 実施内容 現状値 目標値 時期・期限

１

自社３ブランドの
継続的な新製品開発
を実施する。

（KPI-①‘②’③‘）

巽 亮滋

巽 亮滋

・OEM生産の減少分も補完し、自社ブランド群の売上高で現状の2倍
を目標数値まで新製品を投入する。また、新ブランドの足に関するヘ
ルスケア分野の新製品開発を最優先して6アイテムを製品化する。そ
して、その新規顧客数の推移をモニタリングする。また、自社ブラン
ド内での売上比率は、55％以上の過半数を初年度の売上目標にする。

・GUTS-MAN及びお土産Projectにも毎期6アイテムを新製品としての
投入を計画するが、市場の成長性を鑑み開発数の調整も行う。

1～2アイ
テム/年

自社ブラ
ンド3種
×6アイテ
ム/年を投
入数を目
標にする。

2019年１月より開始。

2020年3月までに６
アイテムを製品化する。

2019年2月より開始。

2

広報宣伝

SDGsの導入
新規顧客の開拓

販路の開拓

巽 美奈子

巽 亮滋
巽 亮滋

巽 亮滋

・2019/1/30に広報宣伝を目的にクラウドファンディングに再挑戦す
る。そのプレスリリースも各機関に送付を実施する。
・経営戦略としてSDGsの導入と目標の設定に着手する。
・新規の顧客開拓を目的に新聞・ＴＶ・マスコミ等の継続的な関心を
集める施策を実施。社内の新しい挑戦や話題・スタッフブログの定期
的な更新・健康情報の発信の３分野に毎月最低１件づつを実施する。

・新販路の開拓は、中断しているダイレクトメールでの鍼灸整骨院や
調剤薬局・病院の売店等を販売先に活動を再開する。

3~4件/年

0

3分野×1
件/月を目
標とする。

2019年1月実施済み。

2019年8月を期限。
2019年2月より開始。

2019年5月より開始。

3

新規顧客及び既存顧
客との関係性の強化
を図る。

顧客管理を実施する。
（モニタリング）

安田
大賀
新治
巽 美奈子

巽 亮滋

・新製品開発を継続実施することが、新規顧客を開拓できると結論し
た。そして、既存顧客との関係性をより強化するために、今まで未実
施だった顧客管理を行っていく。また「返信はがき」をご注文商品に
同封し、当社製品や顧客対応への要望・足に関するお困り事・顧客
ニーズを収集し、社内対応の改善や製品開発及び改良に活用していく。
・顧客数・顧客単価・購入頻度を計測し、KPIの実施効果を検証する。
そして、売上＝顧客数×客単価からＬＴＶを獲得する経営に変更する。

0 顧客数の
増加によ
る売上高
の増加を
現状値の2
倍を目標
にする。

2019年２月より開始。

2019年2月より開始。

4

限界利益

（KGI）

経常利益

巽 亮滋

巽 素野子

巽 亮滋

・製造部門の売上高を自社ブランドの展開にて2倍を目指す。また、
目標に対する達成度合いを定量的に表す指標のＫＧＩ（重要目標達成
指標）は、当社の売上高から変動費を差し引いた『限界利益』を目標
数値として現状の２倍に設定する。また、製造原価に対し、付加価値
の高い製品を展開出来ていることを示唆する「経常利益」も同様に推
移を見守り、企業存続できる水準まで伸張させる。そして、今期より
３年以内に目標数値を達成する。

・当該事業の進捗を金融機関に月次報告を行う。また、目標数値と実
績が乖離する場合には、その原因の分析を行ったうえで新しい施策を
投入し、臨機応変にＰＤＣＡを回して当該事業を遂行していく。

未達

月次報告：
6～7回/
年

限界利益
を現状の2
倍を目標
に3年以内
に達成す
る。

毎月1回の
月次報告
を実施す
る。

3年以内（2022年3月
まで）に達成する。

2018年12月より開始
済み。

14 .アクションプラン・KPI（重要業績評価指標）及びKGI（重要目標達成指数）
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15. 企業概要
企 業 名 有限会社 巽繊維工業所

代 表 者 代表取締役 巽 亮滋

創 業 昭和3年（西暦1928年）

設 立 昭和32年（西暦1957年）4月16日

資 本 金 10,000,000円

事業内容 靴下等の繊維製品製造業、不動産賃貸業。

所 在 地 〒634-0844 奈良県 橿原市 土橋町 607番地

電 話 （0744）22-5229

F  A  X （0744）25-2822

U  R  L https://choku.co.jp

社 員 数 11名

2018年（平成30年）の主な出来事

１月 読売新聞・日経新聞より取材

２月 近畿経済産業局に、知的資産経営報告書Vol.1公開

５月 ウエルシア薬局・アングラーズ・医院の複合施設開業

６月 奈良県に経営革新計画3回目の再承認を取得する

６月 3回目ものづくり補助金に採択される

７月 持続化補助金、越境ＥＣ事業に採択される

８月 amazon アメリカ・フランス・イギリス店をオープン

９月 ＮＮ生命保険の取材をYouTubeに公開する

10月 事業承継ネットワークに参画する

11月 Tech Connect KANSAIに参画する

12月 クラウドファンディング「Makuake」に挑戦スタート

沿 革

昭和 3年 初代社長、巽丈太郎が大阪府東大阪市にて撚糸業を個人創業。

昭和27年 奈良県橿原市中曽司町に工場を移転。

昭和32年 (有)巽撚糸工業所を設立。別部門で靴下の製造を開始。

昭和42年 (有)巽繊維工業所に社名を変更。巽俊夫が二代目社長に就任。

平成 8年 宮脇書店、橿原北店を開業。

平成15年 巽亮滋が三代目社長に就任。

平成16年

Skyline Recycleソックスが奈良県リサイクル製品に認定。

奈良県ものづくりオープンラボ事業に採択

中小繊維事業者自立化事業に採択。

奈良県実用化・製品化研究開発事業に採択。

信州大学繊維学部・松本陽一教授、西松豊典教授と共同研究開始。

Skyline Recycleソックスにエコマーク認証を取得。

奈良教育大学・若吉浩二教授と共同研究開始。

奈良県より１回目経営革新計画の承認取得。

平成17年 奈良県工業技術センター・辻坂主任研究員と共同研究開始。

平成18年 奈良県成長産業創出チャレンジ事業に採択。

平成19年 2回目の中小繊維事業者自立化事業に再採択。

平成21年 2回目の奈良県より経営革新計画の再承認取得。

平成23年 畿央大学・加藤信喜教授と橿原市お土産プロジェクト開始。

平成24年 松竹芸能㈱・森脇健児氏とランニングソックスを共同開発。

平成25年 本社機能を奈良県橿原市土橋町607番地に移す。不動産賃貸業を開始。

平成27年

ものづくり・商業・サービス革新補助金に採択

経済産業省より当社事業を優良取組み事例に掲載。

近畿経済産業局・DISCOVER KANSAI PROJECTに採択。

長女・巽美奈子が企画営業で入社。

平成28年

奈良中央信用金庫主催・地域中小企業振興助成金制度に採択。

2回目ものづくり・商業・サービス革新補助金に再採択。

経営力向上計画に認定。

平成29年

巽美奈子が橿原商工会議所主催ビジネスプランコンテストでグランプリを受賞。

持続化補助金に採択。ＩＴ導入補助金に採択。

近畿経済産業局・Challenge Cool Japan in パリの事例紹介に採用。

不動産賃貸業を拡張。
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16.あとがき

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、財務諸表には現れてこない、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

しています。

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並びに付帯事業見込みなどは、すべ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の変化によって、これらの記載内容等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また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等を当社が将来に渡って保証するも

のでは無いことを十分にご了承願います。

作 成 者 ： 有限会社 巽繊維工業所（作成責任者：代表取締役 巽 亮滋 ）

作成支援：橿原商工会議所知的資産ワークショップ

：アクセルコンサルティング株式会社 岡原慶高先生 石井規雄先生

：税理士法人 縁 代表社員 税理士 松尾兼裕先生

〒 634-0844

奈良県 橿原市 土橋町 607番地

TEL：（0744 ）22-5229 FAX：（0744）25-2822 

URL：https://choku.co.jp e-mail : info@choku.co.jp
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