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　お菓子作りが大好きな少女だったオーナーパティシエが、お家でお母
さんが作ってくれたお菓子のほわっとあったかい味を長年追い求めて、
２０１０年に「心に愛を」を店名の由来に「やさい菓子工房ココアイ」
をオープンしました。彼女が「食」について真剣に考えるようになった
きっかけは２０代の頃の自身の強烈な体験にあります。  

　  

　子供の頃からのアトピー性皮膚炎が、２３歳にして突然症状がひどく
なり、お化粧ができないほど顔に現れました。絶望感に襲われていた彼
女が主治医に言い渡されたのが「食事制限」でした。アトピーに良くな
いとされるものや、血液検査でほんの少しでも数値が高かったものを、
油や調味料に至るまで徹底的に除去するというものでした。藁にもすが
る思いで指示された通りにすると、ものの１週間かからないうちに肌は
すごく綺麗になり体調も見違えるほど良くなりました。  

　  

　その時の身体の変化と学んだ知識から、口にするものが身体にどれ程
の影響があるのか痛感し、「食の大切さ」をより多くの人に伝えて「人々
の未来の健康に貢献したい」と強く思うようになりました。  

　「お母さんがお家で焼いてくれた素朴なお菓子」のほわっとあったか
い味を残しながら、家庭ではできないプロの技術で繊細な味を表現し、
それでいて身体の健康を損なわないスイーツ作りを日々研究しながら提
供しています。  

　  

　関係者の皆様、今後ともご指導  

よろしくお願い致します。  

　  

１．創業ストーリー !3

身体に影響のある素材を省いたケーキ作りは苦労することが多く、原

材料も高くなってしまいます。しかし、少子高齢化などにより健康へ

の意識が年々増加していく昨今においてはお客様も増加傾向にあり、

ますます多くの方に喜んで頂けると肌で感じ、新商品開発にも力が入

ります。 

      

2019年1月22日 

株式会社　ココアイ

オーナーパティシエ　原田知里

私たち  やさい菓子工房ココアイ  は、  

身体を気遣われる全ての方が口にできる商品の創造と、  

食べ物が身体にどのような影響を与えるかを  

知って頂くきっかけになることで  

人々の健康で幸せな人生への貢献を実現します。

安心素材スイーツで、人々の心と身体の健康へ貢献します。

経営理念



２．事業概要 !4

　食があふれる現代において、甘いものが好きだが身体に良くないので口にするのに抵抗を感じる、病気で甘いものを制限され

ていて食べることのできるスイーツがない、子供に安心しておやつ与えられない、などの悩みを持つ方がいらっしゃいます。 

　当店はその方達に向けて、白砂糖・輸入小麦・安価な植物油やショートニングなど身体に負担の大きい素材を使用せずに、負

担をかけない素材が厳選された野菜スイーツを製造・販売しています。 

　食育インストラクター・野菜ソムリエの資格を有するパティシエと、外部の管理栄養士・病院専属の糖尿病専門医などが当店

の商品を作っています。



３．ビジネスモデル俯瞰図 !5
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デーツオアシス合同会社 
株式会社サラヤ 
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自家焙煎珈琲　富田屋さん
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卸売上　3% 
奈良県立医大病院 
和歌山県立医大病院 
カフェみそら屋 

カタログ販売売上　2% 

株式会社フェリシモ 

毎月限定のケーキを
開発。季節の素材を
使用して開発し、マ
ンスリースイーツと
称してSNS等にて発
信。商品は専属のカ
メラマンによる撮影。

産直市場にて、新鮮
な地元野菜を野菜ソ
ムリエの知識を元に
して仕入れをする。 
その他、契約農家に
て当店用に栽培して
頂いている野菜があ
る。

完成前試作プレゼ
ンによる、ブラッ
シュアップ。

野菜ソムリエと食
育インストラクター
の資格を持つパティ
シエが開発。管理
栄養士に参加して
もらうこともある。

ポイントカード
DM 
アメブロ 
メルマガ
YOUTUBE 
インスタグラム 
フェイスブック

実店舗売上　83%

やさい菓子工房ココアイ

通販売上　12%

NIプランニング 
ふるさと納税返礼品

エンドユーザ売上構成

店舗来店のお客様

全国のネットユーザー様 

ふるさと納税利用者様

フェリシモ会員様

病院関係者様（患者、医者etc） 

カフェ来店客様



４．商品・製品・サービス !6

砂糖不使用デーツチーズケーキ 

砂糖を一切使わず、食物繊維とミネラルをたっ

ぷり含んだデーツ（ナツメヤシ）を使用した南

瓜のチーズケーキ。身体への負担が少ないだけ

なでなく、砂糖では表現できない奥深い味わい

と優しい甘さを堪能して頂けます。 

直径１２cm　　　賞味期限　冷凍にて３０日 

（砂糖不使用デーツクッキーもあります）

南瓜とチーズの相性が抜群です。砂糖不使用でも南瓜
とチーズの風味がしっかりと感じられます。上部の南
瓜の種の食感も良いアクセントになっています。小さ
くてもずっしりとしていて食べ応えがありました。ヘ
ルシーな「南瓜チーズケーキ」美味しくいただきまし
た。（東京都在住５０代女性）

低カロリータイプクッキー 

奈良県立医大糖尿病センターとココアイが

共同開発した商品。てんさい糖の半量をラ

カントSに置き換えて糖質を抑えたクッ

キー。GI値の急上昇を抑える効果があり、

糖尿病患者の方にも口にして頂けます。 

全４種（バター・紅茶・全粒粉・ごま） 

賞味期限　５０日
父の日の贈り物で利用しました。 
甘いものが好きだったのですが、糖尿病でおやつ
が制限されストレスだったみたいですがこちらの
クッキーを喜んで食べていたようです。 
（橿原市在住４０代女性）

こども はぐくみポップライス 

橿原市の香久山のふもとで自然栽培米を作

る農家さんのお米をアルファ化して乾燥さ

せて作っています。お砂糖で甘く味付けし

たり、塩を混ぜたりすることもなく、無農

薬で安心してお子様にも食べてもらえるお

米そのまんまのおやつです。 

１袋２０ｇ　７８kcal　１セット２袋入 

賞味期限　１８０日 

（こども はぐくみおからクラッカーもあります）

１歳の子供が喜んで食べています。安心
できるおやつなので罪悪感少なくて嬉し
いです。（奈良市在住30代女性）



４．商品・製品・サービス !7



５．現在の知的資産経営ストーリー !8

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

安心素材スイーツで人々の
心と身体の健康に貢献。 

私たち やさい菓子工房ココ
アイ は、身体を気遣われる
全ての方が口にできる商品
の創造と 
食べ物が身体にどのような
影響を与えるかを 
知って頂くきっかけになる
ことで人々の健康で幸せな
人生への貢献を実現しま
す。 

従業員のスキルアップ制度 

・サンキューカード 

・目標達成シート 

・学習推進制度 
（読書感想文提出で1,000   
円の報酬 / 月5,000円ま
で） 
・食と健康についての社内
勉強会 

商品開発力があり、３００以上の
オリジナル商品レシピを有する 

資格に裏付けされたオーナーパテ
ィシエの知識と技術（野菜ソムリ
エ・食育インストラクター・調理
師） 

従業員スキルアップ制度の結果、
意欲があり対応力の高い人材 

医師・管理栄養士・中小企業診断
士の人脈 

橿原市中心に身体に優しい洋菓子
店という認知度が高い 

600件を超える顧客データベース 

製造販売を同建物で行なうため、
お客様の細かな要望に応えること
ができる体制。 

駅前商店街内に立地のため店舗前
は百貨店行く人の流れがある。 

農家直送仕入れルートがあり、専
用の野菜を栽培して頂く事も可能

生菓子・焼菓子 

低カロリータイプクッキー 

砂糖不使用スイーツ 
（デーツ） 

こどもおやつシリーズ 

野菜スイーツギフト 

お菓子教室 

講師業

白砂糖をせず、甜菜糖・蜂蜜
を使用するので、身体を冷や
さない。 

輸入小麦を使用せず、奈良県
産小麦を使用するので、ポス
トハーベス（残留農薬）の危
険性が無い。 

安価な植物油やｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞを使
用せず、太白胡麻油・国産バ
ターを使用するので、体の酸
化・老化のリスクが少なく、
不妊を引き起こさない。 

保存料・着色料・香料を使用

しないのでこどもに安心して

食べさせることができる 

病院との連携があるので糖尿

病の方が食べることができる

商品がある。

4年で売上高が2倍に成長

説明 

創業から９年間、「安心素材スイーツで人々の心と身体の健康に貢献」の理念をもとにお菓子づくりに取り組んでまいりました。どのようなお菓子で貢献しようかと、知識
の習得・技術向上・日々の話し合い・お客様の食に関する困りごと調査を繰り返し商品の開発を絶え間なく繰り返し、糖尿病の方が美味しく食べることができるスイーツや
砂糖一切不使用のケーキなどの商品ができました。ココアイが人々に貢献し続けるためには、働く人間の成長が必要であると感じ、目標達成のサポートや勉強会への出席、
ココアイが人々に貢献できることの共有なども行なっています。楽しく働いてくれている従業員や新しいことに挑戦する従業員が育っていき、その結果少しづつ店舗として
成長していき、売上高が４年間で２倍を達成しました。まだまだ改善しなくてはいけない点や、手をつけれていない事業など課題は山積しています。今後も、あってよかっ

たと言って頂ける店舗づくりを目指していきます。



６．人的、構造、構造資産 !9

人的資産

構造資産

関係資産

• 商品開発力があり、３００以上のオリジナル商品レシピを有する 
• 資格に裏付けされたオーナーパティシエの知識と技術 
• 従業員スキルアップ制度により、意欲があり対応力の高い人材を有する

• 医師・管理栄養士・中小企業診断士の協力者 
• 農家直送仕入れルートがあり、専用の野菜を栽培することが可能 
• 橿原市中心に身体に優しい洋菓子店という認知度が高い

• 600件を超える顧客データベース 
• 従業員スキルアップ制度（サンキューカード・目標シート・読書報酬・社内勉強会） 
• 駅前商店街内に立地しており、店舗前の百貨店へ行く人の流れ 
• 製造販売を同建物で行なうためお客様の細かな要望に応えることができる体制



７．当社の業績を支える強み !10

①

②

③

① 
資格に裏付けされた 
オーナーパティシエの
知識と技術

② 
橿原市中心に身体に
優しい洋菓子店とい
う認知度が高い

③ 
商品開発力があり、
３００以上のオリジ
ナル商品レシピを有
する

オーナーパティシエが、野菜ソムリエ・食育インストラクター・調理
師の資格を有しており、経営理念のもと新商品を生み出している。

９年間同じ立地で店舗営業を行い、メディアでもしばしば取り上げ
て頂いた結果、橿原市中心に身体に優しい素材を使用している洋菓
子店との企業イメージも持って頂いており、常連様は健康意識の高
い方が多く占めている。（Facebook評価４.9、EPARKSスイーツガ
イド評価４.5）

創業時から毎月従業員と共に新商品を考案しており、現在では３０
０を超える商品レシピを有している。野菜を使用したものや、身体
に悪影響を与えないものが多くを占める。



８．今後の方向性 !11

当社のビジョン

当社の経営目標

こだわりの素材を使用して製造コストが高くなっている分、人件費に回せる資金が少なくなっている。

店舗内のIT化や、パティシエの技術力向上、製造コストの低い焼菓子通販の強化、

粗利率・変動費・固定費の改善を毎年の数値目標に設定して利益率１０%を目指す。

そのことにより毎年売上高増をしなくても人件費に回せる「利益率10%の働く人も幸せになる店」を実現する。

「経常利益率１０%の働く人も幸せになる店」

「奈良の安心素材のスイーツといえばココアイと言われる店になる」

健康志向の方、安心して子供に与えるスイーツを探している方、大切な人への贈り物を探している方が、

奈良県のココアイで買えば間違いないと思って頂ける店舗になる。



８．今後の方向性 !12

リスク

事業機会 当社の業績を支える強み

今後の方向性 

『　　　WEB販売による商圏の拡大　　　』

２０１８年の国内スイーツ市場を前年比０・３％減の１兆

４１７９億円と予測。富士経済（東京都中央区）

個人洋菓子店は、量販店やコンビニの台頭により売り上げ

不振や閉店する店舗も多く、縮小傾向が続くとみられる。

オーナーパティシエの技術・知識・開発力

企業イメージ（身体に優しい洋菓子店）

商品レシピ数

WEB販売で「奈良の安心素材スイーツといえばココアイ」を発信してWEB販売比率を２０％にする。 

利益率の高い店舗経営で、働く人も幸せになる体制づくり。

日本政策金融公庫の「平成28年度下半期消費者動向調査」で、「健

康志向」(44％)が、「経済性志向」(35％)を抑え13 半期連続トップ

となっている。さらに「安全志向」(22％)も前回調査よりも上昇し
ており、人々の食の意識が高まっている。

農林水産省が平成29年3月に行った『食育に関する意識調査』によ

ると、「生活習慣病の増加」や「 子供の心身の健全な発育のために

必要」という理由から79.6％の人が食育に関心をもっている。

日本では規制されていないトランス脂肪酸について、2018年に雪印
メグミルクが低減に取り組むことを宣言。消費者の素材の身体への
影響についての関心が高まっている。



９．３年後の知的資産経営ストーリー !13

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

安心素材スイーツで人々の
心と身体の健康に貢献。 

私たち やさい菓子工房ココ
アイ は、身体を気遣われる
全ての方が口にできる商品
の創造と 
食べ物が身体にどのような
影響を与えるかを 
知って頂くきっかけになる
ことで人々の健康で幸せな
人生への貢献を実現しま
す。 

従業員のスキルアップ制度 

・サンキューカード 

・目標達成シート 

・学習推進制度 
（読書感想文提出で1,000   
円の報酬 / 月5,000円まで） 

食べ物が身体に与える影響
についての社内勉強会 

資格取得報酬制度 

スタッフがキャッシュフロ
ーを理解して全員経営 

経営理念・ビジョン研修

商品開発力があり、３００以上のオリ
ジナル商品レシピを有する 

資格に裏付けされたオーナーパティシ
エの知識と技術（野菜ソムリエ・食育
インストラクター・調理師） 

従業員スキルアップ制度の結果、意欲
があり対応力の高い人材 

医師・管理栄養士・中小企業診断士の
人脈 

橿原市中心に身体に優しい洋菓子店と
いう認知度が高い 

600件を超える顧客データベース 

製造販売を同建物で行なうため、お客
様の細かな要望に応えることができる
体制。 

駅前商店街内に立地しており、店舗前
は百貨店行く人の流れがある。 

農家直送仕入れルートがあり、専用の
野菜を栽培して頂く事もできる。 

生菓子・焼菓子 

低カロリータイプクッキー 

砂糖不使用スイーツ 
（デーツ） 

こどもおやつシリーズ 

野菜スイーツギフト 

お菓子教室 

講師業 

こどもおやつシリーズ第2弾 

奈良医大付属病院との 
コラボ商品第2弾 

コラボ商品展開 

白砂糖をせず、甜菜糖・蜂蜜
を使用するので、身体を冷や
さない。 

輸入小麦を使用せず、奈良県
産小麦を使用するので、ポス
トハーベス（残留農薬）の危
険性が無い。 

安価な植物油やｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞを使
用せず、太白胡麻油・国産バ
ターを使用するので、体の酸
化・老化のリスクが少なく、
不妊を引き起こさない。 

保存料・着色料・香料を使用

しないのでこどもに安心して

食べさせることができる 

病院との連携があるので糖尿

病の方が食べることができる

商品がある。

4年で売上高が2倍に成長 

売上高２０%アップ 

粗利率３%改善 

利益率３%アップ 

ネット販売売上比率 
２０%到達

魅せるケーキ作製技術 

SNSを利用したWEB販売知識 

プレスリリースによるメディア活用 

経営知識力

スタッフがキャッシュフロー経営・ビジョン経営を実践できる社内教育を行い、粗利率や利益率などの数値目標をスタッフ全員で設定し、今後３年で粗利率・

利益率共に３%の収支構造の改善をしていきます。整備した自社ホームページ上にyoutube、line@、ブログ、フェイスブック広告などから誘導する仕組みを作

り、新商品を投下してネット販売売上比率20%を目指すと同時に、パティシエの技術向上や資格取得支援、プレスリリースによるメディア戦略を利用してさらな

る売上増を達成していきます。



10．今後強化すべき強み !14

スタッフがキャッシュ
フローを理解して全員
経営

②

③

経営理念・ビジョンの実践

WEB上の商品販売力

売上

変動費

利益

粗利

人件費

その他

固
定
費

行動指針

理念

経営ビジョン

行動方針

経営理念・ビジョンを全員が実感し、実践できる仕組みを作る。具体策
として朝礼で理念・ビジョン・行動方針の確認を行い、仕事中はいつで
もクレドを確認できるように持ち歩けるカードを作成。月一回の理念・
ビジョン専用のミーティングの時間を設け、理念にそった仕事ができて
いるかの振り返りを行う。 
オーナーパティシエの技術・知識を若手へ伝えていき構造資産化を進め
る。

整備した自社ホームページ上にyoutube、line@、ブログ、フェイスブッ

ク広告などから誘導する仕組みを作り、ギフト対応された冷凍ロールケー

キ・焼菓子を投下してネット販売売上比率20%を目指す。

キャッシュフローを理解することにより、自分の貢献度を売上でなく粗利
で考える経営者意識のあるスタッフが育ち、自分の給料は会社の粗利から
分配されていることを理解していく。そしてスタッフが自ら粗利目標や売
上目標を考えるようになれば、仕事が意味のあるものに変貌して、職場は
人生のミッションが与えられる場となり、スタッフが働く幸せを感じるこ
とができる。



!1511 .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8月期 ）

1年後 

（ 2019年8月期 ）

2年後 

（ 2020 年8月期 ）

3年後 

（ 2021年8月期 ）

売上高

変動費

粗利益

粗利率

固定費

人件費

その他

支払利息等

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

非公開
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NO 実施事項 推進担当 実施内容 現状値 目標値 時期・期限

1 粗利率1%アップ 抜井 
吉崎

仕入れ価格・製造工程の見直し、商品ロスの管理、商品の売上
貢献の分析、粗利率の高い商品開発により粗利率を１%上昇。 62% 63%

2 クレド冊子作製 原田 従業員が携帯できる「理念・ミッション・行動指針」 
を記載した冊子を作製。

具体的な行
動指針な
し。冊子な
し。

クレド冊子作製 2019年4月

3 理念の体現 原田
クレドについてのミーティングを毎週行い、 

全員で理念経営を実現。 
更なるクレドのブラッシュアップを進める。

具体的行動
指針なし。
冊子なし。

ブラッシュアップ
により、クレド冊
子刷新の必要性

2019年4月 

～2019年12
月

4

　　　　 

月間目標値 

2019年12月

12 .アクションプラン・ＫＰＩ

1500/月     ×      2%     ×   ¥2500   ＝    ¥75000   
アクセス数　　　　　購入率　　　　単価　　　　　　月間売上

初年度　月間目標　30件/月

WEBサイトへの
誘導線構築

YouTubeの動画アップ数増加

LINE@ の会員数増加

100件 365件

100人

Facebook広告 広告費用 
¥10000/月

なし
販売個数 

30件

売上 
¥75000

自社WEBサイト売上 

30件/月

パンフレット作製

原田

なし

なし

なし

店頭顧客様の 
1%が購入

特別レシピ提供による口コミ集め なし 月間10件

2019年1月 

～2019年12月
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NO 実施事項 推進担当 実施内容 現状値 目標値 時期・期限

5 メディア対策 原田 プレスリリースを作成して、メディアへ取り上げて頂く。 作成前 2件の取材獲得 2019年3月

　　　　 

12 .アクションプラン・ＫＰＩ



!1813. スタッフ紹介

owner   pâtissier
原田知里 
（創業者） 

娘二人の育児に奮闘中。 
一人でも多くの人の 

健康な身体に貢献できることを 
目指す。 

 pâtissier
抜井真美 

（勤務歴７年） 
精密な技術力と 

柔らかい接客が定評。 
プライベートでも 
ケーキ作りをする 
天性のケーキ職人。

 pâtissier
吉崎史織 

（勤務歴４年） 
周りを巻き込む 
卓越した行動力。 
常に新しいことを 
学ぶ人物。

 Arbeit
塩田彩香 

（同志社大学４回生） 
理解力が高く聡明。 
就職の内定も 

たくさんもらっていて 
３月までの別れ惜しい人材。



14. 企業概要 !19

企業名 株式会社ココアイ

代表者 代表取締役　吉野元康

創業 ２０１０年

設立 ２０１０年

資本金 ３０００千円

事業内容 洋菓子製造・販売

所在地 奈良県橿原市内膳町五丁目１ー１３ 
近鉄名店街

電話 0744-23-5636

FAX 0744-23-5636

URL www.cocoai-nara.com/

社員数 4

主要得意先

奈良県立医大病院糖尿病センター 
和歌山県立医大病院 
（株）フェリシモ 
奈良県三宅町 
奈良県橿原市 
（株）NIプランニング

沿革

2009 野菜ソムリエ取得

2010.4 株式会社ココアイ設立

2010.10 やさい菓子工房ココアイを現在の地で創業

2011 食育インストラクター取得

2012 奈良県立医大病院との共同開発

2013 ライフー夢のカタチー30分番組で特集

2015 商工会議所の経営バックアップ開始

2016 野菜から素材へコンセプトの重点の移動

2017 砂糖不使用スイーツシリーズ始動

2017 ネット通販本格始動

2018.10 こどもおやつシリーズ始動

http://www.cocoai-nara.com/


あとがき !20

　知的資産経営とは 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、当店の判断に 

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店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： 株式会社ココアイ（作成担当： 原田光 ） 

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・石井規雄 

〒 634−0804 
奈良県橿原市内膳町５丁目１−１３　近鉄八木駅名店街  
TEL：０７４４−２３−５６３６ 　　　FAX：０７４４ −２３−５６３６  
URL：http://www.cocoai-nara.com/

http://www.cocoai-nara.com/

