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社長の挨拶 

 初版を作成した平成22年当時、私は専務という立場でした。大きな課題であった事業
承継は平成27年を想定しており、また売上目標は10年後の平成32年に2億5千万円と
目標を掲げていました。 
 しかし、「知恵の経営報告書」実践モデル企業知事認証取得を機に、経営者・従業員
が一丸となり、積極的な営業と組織づくりが順調に進みました。また売上げも平成25年
度には約2億円に達し、前社長から予定より早い事業承継が行い、同年9月社長就任を
果たしました。 
 代替わりには創業社長と大きな衝突も幾度となくありましたが、何とか乗り越え社長に
就任することが出来ました。しかし反面大きな不安が襲いました。今までのお得意様が
離れて行かないか、取引業者は先代同様に取引をしてくれるか、そして何より従業員は
付いて来てくれるのか。名実ともに社長となり経営の全面に立った瞬間、専務として会社
を運営していた時の責任感とは大きな違いがあることを痛感いたしました。  
 
 当社は今日まで、施工物件の種類や内容に関わらず、顧客満足の追求を念頭に進め
て参りました。マネジメントも家業からの脱却を行い、事業とし機能させるため建設業であ
りがちな日当月給制ではなく、月給制として就業規則や社会保険を完備しました。特に
社内規定では「報・連・相・確」ルールも確立させ、透明性の高い組織運営を行っており
ます。 
 また、独立意識の強い従業員には積極的に「独立＝のれん分け制度」を勧めており、
独立後も協力業者として良い関係が保てるよう、外部マネジメントにも努めています。こ
れ以外の取引先である仕入先や外注先などの協力業者も、創業者が築いてきた関係
を核に、代替わり後も更に良い関係性を発展させ、仕事を受発注できる協力業者を増
やしています。 
 以上のような経営基盤のもと、今回の報告書は私が社長としてこれからの5年～10年
を展望し、株式会社森忠建設造園が進む方向を関係者の皆様へお示しする資料として
作成しました。  
  
 日本人は古来より自然を愛し自然を大切にするということで、周りの環境を生かし、調
和のとれた作庭を好んできました。その昔、庭は観賞できる景色として用いられていまし
たが、現在では狭小地や立地条件などにより、観賞用はもちろん、実用性を重視しなが
らのアウトドアリビングを楽しむ場としての庭づくりが主流となってきています。 
 日本ならではの四季折々を感じ自然と触れ合う、その地で暮らす人の心を豊かにしつ
つ家全体を引き立たせる、そんな役目を担っているのが緑であり、それを実現するのが
私たち造園屋の使命と考えています。 

株式会社 森忠建設造園 
代表取締役 森本 真一郎 

 当社はこれまで単なる「造園・土木屋」でした。しかし、
今後5年～10年後は初版に記載したとおり、植木屋と
しての作庭に対する知見とこだわり、これまで培った造
園技術を基盤に「夢の空間演出」プロデューサーとし
て、更なる顧客満足を提供する企業となります。 
 
 ～心とくらしのゆたかさ～を礎に企業規模ではなく、
提供価値で「精華町に森忠建設造園があってよかっ
た」と言われる地域リーディングカンパニーとなります。 



創業期＝家業時代 昭和54年～ 

転換期Ⅰ＝事業化時代 平成8年～ 

知恵の経営初版作成          
平成23年 

                  

知恵の経営版実践期   
平成23年～  

 

知恵の経営報告書 
更新平成２６年～ 

 

転換期Ⅱ＝事業ド
メインの変更            

 

地域リーディング 
カンパニーへ 
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知恵の経営報告書 初版～更新へ 

 社内マネジメント
の弱みに気づく 

報告書作成を通じ、創業者の考え方と
向き合う。事業承継準備の一環。 

初版 
 平成23年１月 京都府知恵の経営実践モデル企業 知事認証取得 
   専務（当時）が中心に作成したこの報告書は、事業承継を前に創業者と後継者が向き合い、 
  事業の沿革を確認し、これからの当社を展望する基礎資料となりました。 
   そして今後の方針を従業員、顧問税理士に示しベクトルを合わすことを目的に発表会を行 
  いました。しかしいざ、実践となったとき、従業員と経営者の間の認識に大きな「溝があること」  
  に気づきました。 
   それは極端な言い方をすれば、経営者＝仕事の責任、事業の責任を取る人。従業員＝目 
  の前の仕事をすればいい人という従業員の意識でした。 
   そこで、経営者感覚を養うことを実践的に行うため、原価管理表による現場管理を従業員 
  に任せました。たとえ小さい現場であっても数字に責任を持つことで意識の改善が図れたと感 
  じています。今では原価管理表の管理も含め現場を完全に任せられる従業員が4名になりま 
  した。 
   
更新版 
   経営者感覚をもった従業員の育成が功を奏し、初版作成時に目標としていた事業承継や 
  売上高も前倒しで達成することができました。 
   しかし、当社のような建設造園業者がこれまで同様に「造園屋」という事業ドメインでは、現  
  状以上の成長を望めるとは思えませんでした。 
   機会を得て、更新版を作るにあたり、支援者の方々とのセッションを通じ、新たな方向性を 
  見出しました。 
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お問合せ 
御 訪 問 

ご 来 社 
プランニング メール・郵送 

確認作業 

見積り 

最終調整 

訪問時に当社がお伺いしたい
ことは以下です。 
•意向：何のために造るか？ 
•趣向：どのようなイメージ？ 
•要望：具体的な配置案など 
•施工条件：期間や注意点 
• ライフスタイル：家族構成 
•予算：予算に応じたデザイン 

KPＩ 
•個人直接受注   25件/年 
•工務店紹介     87件/年 
•平均打合せ回数 3∼4回/件 
•平均打合せ時間  1.5時間 
• プランニング期間   6日 
•平均社内検討回数 2回/件 
•平均提案回数     4回/件 
⇒CAD作成平均コスト  4万円 

 現在、当社が受注してい
る個人宅の外構＆庭園施
工の 85％がハウスメー
カー、地元工務店からの
紹介です。（以下工務店） 
 受注のきっかけは、工務
店様経由であっても、最終
的にお住まいになられるお
施主様の満足の為、また
御紹介頂いた工務店様の
為にも、綿密な打ち合わ
せをさせて頂いています。 

平成22年 KPIから現在までの進化 
•仕入先、メーカーとの信頼関係（良きパートナー） 
 取引年数25年 ⇒ 29年 

その実績から、当社の要望に迅速に対応して頂いております。 
•お問い合わせに対する即日対応 
 100％（21年度）    ⇒ 100％ （25年度） 

•施工後の手直し率 0％ ⇒ 2％ （即座に対応） 
（即座に対応の結果、顧客満足向上に） 

•年間見積り数に対する受注件数 
 82件／110件中 （74.5％）    ⇒  72件/89件 （80.9％）    

•追加料金の発生率 10％以下  ⇒  10％以下 
 （お客様からの要望に基づく追加料金は除く） 

•代金回収率 100％   ⇒ 100％更新中 
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当社施工事例１ 個人宅外構＆庭園 ～生活環境にあったデザイン～ 

環境緑化部 部長  西野 圭悟 

 新築外構からリフォーム外構まで、
いつもお客様目線を忘れず、作業
完了時にはお客様と一緒に喜びを
感じ合えるように頑張っています。 

ピンクを基調に明るい玄関廻りを演出。
門柱の天端を曲線にすることにより、や
わらかい仕上げ。 

インターロッキング舗装を円形
模様に仕上げ遊び心を演出。 

オープン外構：開放的な空間を演出。敷地境界に塀や門扉などを隔てない外構 



 新築の外構・造園を手掛ける場合、住居の完成と
同時に入居されるケースが増えています。つまり生
活されながら工事を行うことになります。お施主様の
生活空間を確保し、最短で工事を済ませ、余計な
手直しが生じないよう最善を尽くしています。 

契 約 
着工前 打合せ 

（現地にて） 
着 工 

現場検査 

（施主検査） 
お引渡し 

•外構工事を手掛けた年・・・ 23年 
•造園工事の業務経験・・・45年 
•造園施工管理士・・・1級 1人  2級 2人 
•造園技能士管理・・・1級 2人  2級 2人 
•エクステリアプランナー・・・1人 
•土木施工管理士・・・1級 1人  2級 1人 
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当社施工事例２ 個人宅外構＆庭園 ～生活環境にあったデザイン～ 

環境緑化部 課長  近藤 憂希 
 当社は施工後の管理メンテナン
スも充実させています。お客様と
一緒に木々の成長を見守り、季節
に合った管理を行いながら、末永
いお付き合いを心掛けています。 

建物外壁と同じ素材を門塀に
行い統一感を演出。 

KPI 
•平均的な価格 
 オープン外構 
（道路から仕切りの無い）  180万円 
 セミオープン外構 
（ｶﾞﾚｰｼﾞ部は仕切の無い）  220万円 
 クローズ外構 
（道路沿い仕切りの有る）  280万円 

•和・洋風庭園 坪単価 
 和風庭園（灯籠・蹲等）   30万円  
 洋風庭園（花壇・小池）   25万円 

•契約日から着工日まで 
          平均 10～14日 
•契約からお引き渡しまで 

          平均 25～40日 

自然石を用いてナチュラルな
仕上げにこだわったエントランス
ポーチ。 

クローズ・セミクローズ外構：周りからの侵入をシャットアウトし、プライバシーの確保が最適に行える 

庭園年間管理メンテナンス内容 
•施肥（寒肥） 
  樹木の生長に合わせて  1月～2月に施工 
 

•薬剤散布（樹木消毒） 
  害虫退治  5月～9月に施工 
 

•剪定1（植木の散髪） 
  春の剪定  5月～6月に掛けて、春の新芽を摘   
  んだり、花が終わると剪定を行います。 
 

•剪定2（植木の散髪） 
  秋若しくは冬の剪定  9月～12月に掛けて、徒 
  長枝等を整え、見栄え良く剪定を行う。 

施工時の取組  P14参照 

囲った塀でも閉塞感が
出ないように、スリットを
設けたデザイン 



ご紹介お問合せ 

（電話・メール） 

御見積り 

詳細説明 
ご 契 約 年間管理 見直し 
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当社施工事例３ 学研企業植栽年間管理 ～年間管理事例～ 

■年間管理メンテナンス取引先企業名  主要 6社 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

営業・総括 部長  森本 晃 
 学研都市精華町は、多くの企業
進出があり、当社はその企業の緑
地管理をさせて頂いております。樹
木・芝生・草花など、四季折々の表
情を見せ、建物とその周辺を彩っ
ております。 
 各企業様緑地スペースを、真心
込めて年間管理メンテナンスをさせ
て頂いております。 

学研都市 企業名 企業進出年度 取引開始年度 年間管理費 

Ｓ 企業 平成 5年～ 平成 5年～ 約400万円 

Ａ 企業 平成元年～ 平成19年～ 約500万円 

Ｎ 企業 平成12年～ 平成23年～ 約130万円 

Ｋ 企業 平成 5年～ 平成23年～ 約220万円 

Ｎ 企業 平成24年～ 平成24年～ 約360万円 

Ｓ 企業 平成25年～ 平成25年～ 約150万円 

精華町 学研都市 
研究施設 

（植栽年間管理） 

地元企業としての信用構築 

自走芝刈り機
（まさおくん） 

植栽年間管理メンテナンスとは 
：1年を通じて樹木の剪定や消毒など季節や環境に応じて必要な時期に行う作業 

植栽年間管理メンテナンス内容 （企業の一例） 

作業月 作 業 内 容 作業月 作 業 内 容 

4月 除草      植栽内や芝生内の草引き 10月 芝生手入れ  芝刈り 
高木剪定   支障になる枝・葉等を重点に 

5月 除草      植栽内や芝生内の草引き 
薬剤散布   害虫駆除（樹木消毒） 
芝生手入れ  芝刈り 

11月 除草      植栽内や芝生内の草引き 
低木剪定   軽剪定（花芽を摘まない） 

6月 除草      植栽内や芝生内の草引き 
芝生手入れ  芝刈り 
低木剪定   強剪定（花が終わると行う） 

12月 除草      植栽内や芝生内の草引き 
補植      枯木を部分的に補植 

7月 除草      植栽内や芝生内の草引き 
薬剤散布   害虫駆除（樹木消毒） 
芝生手入れ  芝刈り 

1月 薬剤散布   殺菌作用のある硫黄合剤の 
                        散布 
目土（目砂）  芝生に目土散布 

8月 除草      植栽内や芝生内の草引き 
芝生手入れ  芝刈り 

2月 施肥（寒肥）  樹木の生長に合わせて施す 

9月 除草      植栽内や芝生内の草引き 
芝生手入れ  芝刈り 

3月 清掃      側溝等清掃（落ち葉等の詰り） 

【森忠が思う、選んで頂いている理由】 
・地元企業として地域に根差した企業    ・地元ならではのスムーズな対応 
・他の企業施設からの紹介          ・企業施設のイベントや懇親会に積極的に参加 



見積り 

積 算 

入 札 

（電子入札） 

落 札 

契 約 

業者選定 

着 工 

 

完 成 

引渡し 
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当社施工事例４ 公共工事 

■公共事業 実績一覧 
京都府発注 （土木発注分） 
•平成21年  河川環境整備（除草）      220万円  
•平成22年  雇用促進事業           180万円 
•平成23年  河川環境整備（除草）       390万円 
•平成24年  河川改修工事           800万円 
•平成24年  河川改修工事          1,100万円 
•平成24年  河川災害防除工事        920万円 
•平成24年  自然災害防止工事        400万円 

  

精華町発注 （造園発注分） 
•平成21年  道路維持管理（除草・剪定） 1,000万円 
•平成22年  グランド維持管理（除草・剪定） 150万円 
•平成24年  公園剪定等管理（剪定）    1,000万円 
•平成25年  街路樹等剪定（剪定）      340万円 

 

精華町発注 （土木発注分） 
•平成22年  雨水路整備工事        2,800万円 
•平成23年  舗装修繕工事            80万円 
•平成24年  下水道整備工事        1,600万円 
•平成25年  歩道整備工事          1,620万円 
•平成25年  歩道整備工事          1,610万円 

■主な協力業者（公共事業） 
• Ｉ  建設業者     （土木工事全般） 
• ｋ 設備業者     （水道設備全般） 
• Ｓ 建設業者     （土木工事全般） 
• Ｄ 建築業者     （建築工事全般） 
• Ｎ 電気業者      （電気工事全般） 
• Ｍ 舗装業者     （舗装工事全般） 
• Ｎ 造園業者       （造園工事全般） 
• Ｍ 造園業者       （造園工事全般）      

工事部 主任  名越 卓也 
 精華町は緑豊かなまち。 

 当社は街路樹剪定や除草など、緑に関して
何でも承っています。街の景観維持や自然環
境を意識し、住みよい環境維持になるよう取り
組んでいます。 

精華町精華台  
学研都市  

街路樹・遊歩道 

精華町光台 
学研都市  

街路樹・遊歩道 

緑豊かな街づくりのお手伝い 
～社会的使命として～ 

公共工事：当社の持っているスキルを最大限活用 

芝刈り機 
（フライングモア） 



１．顧客満足度の証 ～スムーズな御入金100％更新中～ 

 これは、当たり前のようで、中々達成は困難です。 
個人のお客様であれ、工事の１協力業者としての
仕事であれ、顧客満足の高い仕事をし、その出来
栄えに喜んでお金を払って頂くことは企業として当
然の務めです。 
 しかし、お支払いを期日までに頂くということは、当
社にお仕事を発注された側の「資金状態」も大きく
影響します。 
 当社は、仕入や外注の支払いを現金１００％で
１ヶ月以内を原則としているため、時に受注側、時
に発注側になる同業者間の仕事の受発注について
は支払いが滞ることはありません。 
 個人の外構や造園の殆どは、大手ハウスメーカー
や地元工務店経由のお客様ですが、この方々も、メ
インの住宅に満足し、当社の外構・造園に満足し、
気持ち良くお支払をして頂いています。 
 こうして維持している良好な「仕事」の循環、「情
報」交換があるため、支払サイトが長く、手形を挟む
現金の流れの悪いお仕事をする必要がありません。 
                     （一部特例 有）  

■現代表との繋がりで増加する協力企業 
 協力業者数   14社 ⇒ 20社 
• Ｙ 造園       （当社 のれん分け） 
• Ｈ 建設       （中学の同級生） 
• Ｓ 造園・建設    （知合いの後輩） 
• Ｔ 建設        （同じ年） 
• Ｎ 建設        （小学校からの同級生）   
 

 元請業者数   10社 ⇒ 15社 
• Ｋ ＨＭ            （弟が新築） 
• Ｋ 不動産業者       （他団体で知合う） 
• Ｂ 建築業者         （他団体で知合う） 
• Ｒ 建築業者         （先輩の紹介） 
• Ｄ 建築業者         （地元工務店） 
 

 CAD委託先業者  0社 ⇒ 2社 
• Ｒ ＣＡＤ      （CADソフトを購入により） 
•庭工房muru    （当社従業員が持帰り作業） 
 

 仕入先業者数   13社 ⇒ 17社 
• Ｎ 建材店       （先代からの取引） 
• Ｎ 樹木店       （先代からの取引） 
•Ｗ 商社        （営業により取引） 
• Ｈ 建材店        （地元業者） 
• Ｋ 樹木店       （他団体で知合う） 
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当社実績を支えるもの＝知恵の源泉１（外構・作庭） 
創業時から一貫していること 

■森忠の売掛債権回転期間（日数） （受取勘定回転日数） 
計算式＝（売掛金+受取手形）÷売上高×365日 
      （完成工事未収入金+受取手形）÷完成工事高×365日 

科目 金額 

① 完成工事未収入金 11,301,667 

② 受取手形 5,953,000 

③ 完成工事高（売上高） 183,823,305 

④ 売掛債権回転期間 34.3日 

※建設業売上債権回転期間の全国平均 
（平成23年度 財務省 法人企業統計調査を加工） 

資本金：1千万円未満 59日（平均） 

資本金：1千～5千万円未満 47日（平均） 

全体合計 69日（平均） 

■取引銀行  3社 
•京都銀行        平成 3年～ 
•南都銀行        平成19年～ 
•京都中央信用金庫  平成13年～ 



２．協力会社とのかたい絆の源 ～迅速な支払い100％更新中～ 

 受注工事の入金は、完成し引き渡し終了後です。 
 工事完成を前に支払期日が到来する外注費や材料
費の支払いは、期日をきっちり決め約束日を過ぎること
なく現金での支払いを行ってきました。結果創業時から
今日まで仕入債務は現金100％支払い1ヶ月以内を
継続しています。100％・1ヶ月以内を守りきるのは相当
な体力が必要となりますが、創業時からの努力のおか
げで、協力業者・仕入れ業者と名実共に良好な関係を
維持しています。 
 支払が良ければ多少の無理も聞いて頂け、結果工期
厳守や品質の高い作品になり、お客様満足の向上に繋
がっています。 
 家業時代から、事業化を経て地域リーディングカンパ
ニーを目指すからこそ、支払いを巡るいい循環は継続
します。 
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当社実績を支えるもの＝知恵の源泉２ 
創業時から一貫していること 

売掛金 
受 領
100％ 

好条件の
発 注 

仕入債務 
100％  

現金1ヶ月 

施主・元請
の満足 

■森忠の仕入債務回転期間（日数） 
計算式＝（買掛金+支払手形）÷仕入高×365日 
      （工事未払金+支払手形）÷（当期材料費+外注費）×365日 

科目 金額 

① 工事未払金 10,686,598 

② 支払手形 0 

③ 当期材料費 39,548,362 

④ 造園外注費 4,200,696 

⑤ 土木外注費 12,437,341 

⑥ 外注加工費 64,433,050 

⑦ 仕入債務回転期間 32.3日 

※建設業仕入債務回転期間の全国平均 
（平成２３年度 財務省 法人企業統計調査を加工） 

資本金：1千万円未満 43日（平均） 

資本金：1千～5千万円未満 50日（平均） 

全体合計 69日（平均） 

【森忠 支払サイクル】 
 外注・仕入れ業者 
•毎月20日締め  ⇒  翌月20日払い 
 （25日必着ルール）   
 （20日が土・日・祝の場合は繰上げ支払） 

 常用人工（応援） 
•毎月20日締め  ⇒  月末払い 

 （人件費については当月支払） 



 当社は次表のような仕組みにより、従業員が単に現場で作業をこなすだけではなく、現場を担当する者とし
ての責任感をもつことができ、やりがいを感じられるようにしています。また、お客様に喜んで頂き、そして効率
よく利益を上げられるかを日々、学び考えていくことにより、将来の独立時に役立てるように指導しています。 

（１）日給制⇒月給制 

（２）日報と原価管理表が給与査定に反映する仕組み 

 当社では、いわゆる「日払い」の給与制度をやめ、月給制をとっています。 
 造園・建設業の仕事は、季節変動が大きく、また雨天は仕事ができません。今でも多くの事業者が日当・月
給制、もしくは請け負い仕事のように「技術者」に仕事を出しています。 
 それでは、若い技術者が将来設計を考えることができません。当社では、まず安定した給与、待遇を確保す
る。その上で以下のような査定システムをとっています。 

当社実績を支えるもの＝知恵の源泉３ 
事業化時代～地域ＲＣへ 

  査定時期 査定への反映内容 

毎日の日報による
査定 
  

年１回の定期昇給
査定 
•夏(8月10日) 
•冬(12月10日) 
の賞与算出査定 

•誰が見ても分かりやすく丁寧な字。 
•作業内容が手に取るように解る。（起承転結） 
⇒読み手の事を配慮することができる。 

•材料、道具など使用した物品の記入。 
•次の日の作業予定を把握（段取り）。 
⇒記録で残すことで、担当者以外も現場の状況が把握でき
る。会社として危機管理の構築。 

原価管理表※に
よる査定 
（詳細P18参照） 

請負金額50万円
以上の現場完成時 

原価管理表の提出の際、担当から、最終粗利率はもちろん、そ
の数字の背景となる工夫や努力の内容に関する説明も受け、査
定に反映。（2人体制から4人体制へ） 

１．家業ではなく事業として継続するために平成8年から取り組んでいること 
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※原価管理表・・・使用材料・使用機械・協力業者・協力人員などの価格の合計（＝つまり原価のことであり、当社で

は「出来高」と呼んでいます）を表す票です。自社施工の場合あらかじめ請負金額の10％は会社
経費として引いた金額から粗利の算出をしています。 

 上記のように、当社では単に利益率が良い悪いだけで査定をしていません。利益率の高低に限らず、努力
や創意工夫について従業員に話を聞いています。とりわけ、完成した結果・実績が出たこのタイミングで従業
員の意見を聞くことは、結果を数値としても冷静に振り返ることが出来、従業員と役員のお互いが真摯に受け
止めることが出来ます。 

 また、以前は担当2人で多くの現場の原価管理等を行っていましたが、近年は2人増え4人ですべての現場

を管理担当しております。上司二人は、自分の担当現場はもちろん、他の現場も把握し、アドバイスを行うなど
して部下の教育も兼ねております。広い視野を身に付け、各現場しっかり検証を行う事で、次へと繋げておりま
す。 

 また、従業員がいくら頑張っても利益が上がらない外構工事や植栽管理などの作業内容は、経営の圧迫に
繋がり、いずれはお客様へのサービス低下になります。会社を経営するには当然のことですが、一定の利益を
確保し、そしてお客様に満足のいくサービスを心掛けるためにも、今後の見積りの参考資料として活用していま
す。 
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【好条件の取引先が増加するマネジメント】 
 そもそも当社は、先代の時期から支払いについてしっかりしている企業と取引を行ってきました。当社からの     
支払いも同様に迅速、現金を実践。 
 当社の支払いが迅速であり、かつ現金を実践すれば売掛金の回収も同様に迅速になり、好循環となる。 
 そのため、稼働率を上げるために条件の悪い仕事を受注する必要がない。 
   

【運転資金確保の必要性】 
 ただし、現在のような売上規模になると、資金回収の前に発生する支払いのため常時1千万前後の資金繰
りが必要となる。 
 

【参考財務指標】 
•総資本回転日数  153.4日 （標準267.7～237.8日） 
•受取勘定回転日数 47.4日 （標準50.3～38.4日） 

１．迅速な支払、確実な入金に支えられた信頼関係 その１ 受注先企業 

■Ｋ ＨＭ・・・・・・・・・京都南部で手掛ける年間150棟（南部）のうち約20％（約30棟）が当社。 
             【つながりの経緯】 

トップ営業マンである方と以前からつながりがあり、取引を続ける中で企業同士の信頼
関係の構築が出来た。 

             【関係づくり】 
京都パナホームから受注している下請が所属する部会でも、7～8社⇒2～3社に減少
する中で、フットワークの軽さやコミュニケーション力、要望には100％応える姿勢等から、
当社への発注は続いている。 
参考：5割は1社（パナホームにとって子会社に近い存在の会社）が手掛けている。 

 

■Ｋ 不動産業者・・・当社シェア100％ 
【つながりの経緯】 青年会議所（JC）の後輩 
【特徴】図面作成からの成約率も高い（ほぼ１００％） 

 

■Ｂ 建築業者・・・・・当社シェア100％ 
【つながりの経緯】 JCの先輩 
【特 徴】図面作成からの成約率が高い（ほぼ100％） 単価高 

 

■Ｒ 建築業者・・・・・年間2～3棟受注 
             【つながりの経緯】 営業マンが商工会青年部会員の義理の兄弟 
             【特 徴】こだわりのあるお客様が多い（デザイン注文建築） 
  

■Ｄ 建築業者・・・・・年間2～3棟受注 （新築外構はほぼ100％） 
             【つながりの経緯】 地元企業として数年の営業の末 
                         営業・現場監督とかなり良好な関係 

（１）一般顧客向け外構＆造園受注の窓口 ＝ハウスメーカー・地元工務店との関係 

（２）好条件で循環するハウスメーカー・地元工務店との取引 

■元請営業マンとのつながりの増加 例：パナホーム 2～3人 ⇒ 6～8人 （本社建売物件も手掛る） 
■取引ハウスメーカー（HM）・住宅メーカーの増加 2社 ⇒ 6件  

当社実績を支えるもの＝知恵の源泉４ 
事業化時代～地域ＲＣへ 



 取引先企業 
 当社から仕事を発注する場合は一般には「下請企業」という位置づけになるが、常に当社が発注する側に  
なるのではなく、当社が仕事を受注する立場になることもある。互いに仕事を任せあう信頼関係がある企業。 
 主要 21社 （中でも取引が多い先） 

 
 
 
 
 
 
 
 

【仕事を発注する理由】 
•適正な仕事・適正な金額請求 
•お客様の対応が上手・評判が良い 
•持ちつ持たれつの関係性が強い 

【関係づくり】 
•一方的に仕事を任せるだけでなく、お互いに仕事を任せ合う関係にしている。 
•長年の友人・知人であり、最初の値交渉で、お互いしっかり利益が出るように交渉している。 
•当社からは現金で、毎月（20日）締めの翌月出来高（90％）払いにしている。 
（支払額の大きい大規模工事や支払いまでに長期間かかる公共工事の場合を除く） 

•前渡金が支払われる工事については、下請企業分を必ず前渡し。 
•工事には目に見えない追加がつきものであるが、それも含めて当社側に余裕があれば、出来る限り追加
の支払いもするようにしている。（協力業者も頑張ってくれる） 

•工事に使用する材料は、協力企業だけで準備をさせるのでは無く、当社が調達し準備するケースもある。 

課題 

１．迅速な支払、確実な入金に支えられた信頼関係 その２ 取引先企業 
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当社実績を支えるもの＝知恵の源泉５ 
事業化時代～地域ＲＣへ 

 お施主様の傾向 （一般外構） 
 お施主様の最近の傾向として、家屋本体が出来上がった時点で、引越しされるケースが増えている。（9割） 
 つまり、当社が外構工事を開始する際には、既にお施主様は住んでおられる状態になっている。 
 そのため施工現場では、 

•以前より増して生活の支障にならないように配慮する。 
•細かな手直し要望等への対応 作業員がお客様とのコミュニケーションが必要。 

 などがとりわけ注意すべき点として出てきている。 
 これらは、進捗スピードの低下（工期の長期化）／利益率の低下に繋がりかねない。 

【具体的対策】 
•実施状況：安全通路の確保（お客様導線） 
•今まで以上の綿密な打ち合わせ・施工スピードの効率化（下準備） 
→アクションプラン ： 可能な範囲で引っ越し前の作業 / お客様と現場確認しながらスピーディに施工 

 

 施工上の課題 
  受注が増加傾向にあり、全体の7～8割の仕事を協力業者に任せるようになっている。 
  しかし、施工業者がどこであれお客様からすれば森忠の仕事であり、施工の質、作業員の対応の違いなど  
  あってはならない。 

【具体的対策】 
お客様視点の捉え方の統一 「森忠の取組」 / 「マニュアル化」 / メールでの連絡（誤報対策） 
→アクションプラン ： 綿密な作業手順 / お客様対応マニュアル / スピーディーかつ確実な連絡方法 

森忠 チームビルディング 
組織力の強化 すなわち森忠チームの充実。 

技術向上・得意分野の創出など日頃よりコミュニケー
ションを図り、チームビルディングの継続的発展が重要。 

取引先企業の研修親睦旅行 

企 業 名 内  容 取引年数 

  Ｉ 建設業者 造園全般 ⇔ 土木全般 16年 

Ｓ 建設業者 造園全般 ⇔ 土木全般 16年 

Ｍ 建築業者 造園・外構全般 ⇔ 建築全般 8年 

Ｍ 舗装業者 造園・外構全般 ⇔ 舗装全般 7年 

Ｔ 建設業者 造園全般 ⇔ 外構全般 2年 



 材料仕入先 
 主要 20社 （中でも取引の多い会社） 

 
 
 
 
 
 
 
 

【材料を発注する理由】 
•先代からの取引業者が多く、品質が良く・信頼が有り・比較的安価で有る。 
• お互いの信頼関係が出来ている為、返品も快く引取りをしてくれる。 
•当社が多くの在庫を抱える事が無い。 
•当社名義で外注先が発注すると、当社と仕入先業者の取引扱い高が増加し、更に実績が増える。 
•外注先の自己責任による発注。 
•材料代は当社が支払うので、外注先としては工事運転資金が少なくて済む。 

【関係づくり】 
•現金払い。（１円単位も勝手な値引きを行わない） 
•下請業者に施工を任す場合でも、材料購入は当社が行うことで、当社と取引している仕入先企業の利益
となる（下請企業に材料調達を任せた場合は、仕入先を拘束出来ない）。 

•当社取引先の仕入企業との取引量が増加することにより、値交渉が行いやすい。  
•下請業者が当社とは違う現場を施工する場合に材料の発注をする際は、当社が下請け業者の保証人に
なっている。 

【参考財務指標】 
•棚卸資産回転日数 16.6日 （標準37.6～34.5日） 

１．迅速な支払、確実なご入金に支えられた信頼関係 その３ 仕入先企業 
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当社実績を支えるもの＝知恵の源泉６ 
事業化時代～地域ＲＣへ 

ｴｸｽﾃﾘｱ（ﾌｪﾝｽ等） 

化粧ブロック 

石材（ピンコロ石） 

砂（モルタル等用） 

化粧レンガ 

舗装平板 

化粧ジャリ 

企 業 名 材料種類 取引年数 

Ｗ 商社 エクステリア・ブロック・レンガ等 8年 

Ｎ 建材店 ブロック・骨材・エクステリア・二次製品等 30年 

Ｈ 建材店 骨材・ブロック等 28年 

Ｋ 樹木店 樹木・芝・石関係等 30年 

Ｕ 樹木店 樹木・芝・石関係等 30年 



【つながりの経緯】 
 一度外構工事を行ったお客様で、樹木が多いところでは年間管理も依頼される。 
 精華町の場合、新規で進出してくる企業も少なくないため、大手ゼネコンや、地元企業よりも先に情報をつ
かみ営業をかけ、植栽年間管理部分だけでも任せてもらう。 

 既に依頼をいただいている企業による紹介も多い（口コミ）。 
 
備考：追加がほぼ必ず発生するため、年当初よりも多くの仕事量が望める。 
    契約が年間契約の自動更新のため打ち切られることも殆どない。 

【継続的な関係づくりの努力】 
 対応範囲 
•年間管理については特に地域を絞り、呼び出しがあればすぐ行ける範囲に特化。 
•車で30分圏内が目安。 

 

 関係づくりの努力 
•地元企業としてのフットワークの軽さを活用し、御用聞きのような内容でも伺う。 
•各企業のイベントや懇親会等にも積極的に参加し、多くの方と人間関係を構築している。 
例）ゴルフコンペ、盆・正月のお疲れ様会  

 

【補 償】補償の説明 植物と構造物 
•樹木・植物 ： 御引渡し後1年間の枯れ補償（おおむね２/３以上が枯れている場合） 

           （散水不足・自然災害・故意による破損損傷は別途） 
•構造物    ： 御引渡し後2年間の補償 

           （自然災害・故意による破損損傷は別途）            
 業界的にはあいまいにしている所も多いが、当社の植栽は1年間補償。 
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当社実績を支えるもの＝知恵の源泉７ 
事業化時代～地域ＲＣへ 

年間管理メンテナンスの受注の増加 

年間管理メンテナンスを継続的にする努力 

年間管理 

契約 

月単位での 

作業内容 

出来高ごとに 

請求 

突発的な作業
（追加） 

樹木・草の成長に
合わせた工程 

企業の予算次第
では追加発生 

年間管理 
１年間の 
ネットワーク 

各企業のイベントにも進んで参加 
（奈良県 大峰山） 



3D-CADの導入のその先へ 

【図面作成の一部外注化】 
•年間受注89件中 29件を外注化 

 

 外注化を支える知的資産 
• ３D-CAD開発会社（RIK CAD）との関係 

当社ソフトを共有し、 
開発会社で学ぶ学生が描く。（※） 
当社名入りテンプレも共有。  

参考：図面起こし新規単価 1件 30,000円～      
    書換え 1回5,000円～ （平均5回位） 

コストはなく、投資としての ３Ｄ-ＣＡＤ 外注 

 平成15年当時、精華町でいち早く３D-CADを導入。図面
だけでは判らない、完成時の立体イメージパースを提示す
ることで、お客さまに具体的な提案を可能としてきました。 
 CADを扱えるのは導入当初は当時専務のみでした。 
•当社３D-CAD導入・・・平成15年 
•導入当時の3D‐CAD年間提案件数・・・3件 

 その後、当社中島が３D-CADソフトを使いこなせるように
なり、専務(当時）が３D-CADを使うことはなくなりました。 
 
中島氏のデザイン提案件数 
•年間受注89件中60件提案 

(内39件契約、21件商談中) 
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当社の実績を支えるこれからの知恵の源泉１ 
「蓄積される企画力」 

【外注化の意図】 
 一見、コストアップの様に見えますが、外注化には
先端で学んでいる学生の知識、感性が活用できる、
というメリットがあります。 
 また、ソフトを共有しているので、購入した図面は
当社により、上書き利用が可能です。   
 これから、より感性価値の高い提案を実現するた
めに、現在外注化している3D-CADデザインテク
ニックは、そのストックになります。 

作図風景 
お施主様の意向をまちなみ景観にマッチング
させて、十分ご満足して頂けるよう何パターン
ものご提案をさせて頂いております。 

設計・デザイン担当  中島 

（※）学生の描く図面の質について 
•学生であるため、メーカーの現在出している素材の知識が豊富。 
 
•現場を知らないため、知っている者の発想では考えられないよう
なデザインを制作（エンドユーザーの受けが良いものとなる）。 
 

•施工性・強度のことは知らないので、ここについては当社が、デ
ザインを最大限実現を目指しつつ、その施工性・強度、エンド
ユーザーの予算等を加味し、長年の経験でカバーする。 
 

•顧客からの「こんな庭が欲しかった。」と思わせる提案精度を高
めるため、顧客の反応とともに、CADデザインテクニックをストック。
こうしたデザインストックは内作分の外注分ともに費用ではなく、
投資である。 



当社の実績を支えるこれからの知恵の源泉２ 
「現在着手し始めたこと」 

 現場担当が、現場の仕事そのものだけでなく、その仕事が会社全体の利益に貢献しているかを見えるように
しています。当社では、現場担当がExcelへ次のように変動費を入力することで簡易的に現在の貢献（限界）
利益が算出できるようにしています。 

•人件費（自社従業員一日当たりの金額） 
•車両費（自社ユンボ・ユニックなど1日稼働あたりの賦課額） 
•材料費（仕入れ各社ごと） 
• リース費（現場で掛る機械・電気工具関係） 

  施工を協力会社に依頼する際は、約1～2.5割の営業利益を生むことを目標として設定しています。 
 これを現場担当者に権限移譲することにより、仕事や会社に対する責任感が醸成されています。 

地域リーディングカンパニーになるための現場管理体制 その１ 

原 価 管 理 表 

 経営者としての施工管理体制 
•権限の移譲は、受注した工事が、自社施工・外注に係らず、監督として管理する担当者には、経営者的
視点を持たせるために実施。 

•業績拡大のためには一人一人が担当する工事、担当する現場で必要な係数を頭にいれ、「経営者」とし
て施工にあたることが必要。 

 
【具体化としては】 
 実施状況（現場スタッフ） 
•仕入先・外注先の選定を任せる。 
•すべての金銭面を公開 
•多少のお客様との打合せ、営業担当者と同行 
→アクションプラン 

  個々の経験・希望するキャリアプランに基づき、目標数値を設定する。 
   例） 年度当初 社長との目標設定検討会 全員の目標数値の見える化 

営業利益30％を確保できた工事件数 担当施工班の発表 
お客様との打ち合わせ / 協力業者の確実な管理・監督 / 利益率の算定と今後の対策 

課題 
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請負金額の 
10％は会社経費 

 
担当者へは、 

予め請負金額の
10％を引いた金
額でスタート 

工 事 名 ○○ ○○邸外構工事 工  期 平 成 25 年 1 月 25 日 ～ 平 成 25 年 3 月 5 日   

元請業者名 

  

株式会社 森忠建設造園 担当者名 西野 圭悟 当初請負金額（税込） ¥2,835,000   

工 事 場 所 

  

京都府相楽郡精華町 そ の 他 

1追加金額（税込） ¥525,000 

  2追加金額（税込）   

取引業者名 主な使用材料等 2 月 3 月 4 月   月   月   月 合 計 
請負金額の90% 
（税込） ¥3,360,000 

㈱中川建材店   ¥46,860 ¥137,698 ¥49,800       ¥234,358 ¥3,125,642 

㈲堀岡建材   ¥47,380           ¥47,380 ¥3,078,262 

㈲松井豊商店   ¥50,330           ¥50,330 ¥3,027,932 

松岡建材工業㈱                 ¥3,027,932 

㈱ﾜｲｽﾞ   ¥746,990 ¥125,243         ¥872,233 ¥2,155,699 

上田敷島園                 ¥2,155,699 

秋田三笠園                 ¥2,155,699 

㈱宇治川ﾌﾞﾛｯｸ工業                 ¥2,155,699 

黒田竹材店                 ¥2,155,699 

村端製材   ¥3,500           ¥3,500 ¥2,152,199 

(株)錦昌園       ¥38,568       ¥38,568 ¥2,113,631 

カワイ     ¥305,000         ¥305,000 ¥1,808,631 

田中興業                 ¥1,808,631 

橋田左官工業                 ¥1,808,631 

㈲山岡緑化                 ¥1,808,631 

中垣建設                 ¥1,808,631 

㈱MAX                 ¥1,808,631 

ｴｸｽﾃﾘｱｼﾐｽﾞ       ¥38,600       ¥38,600 ¥1,770,031 

大石造園                 ¥1,770,031 

㈲日浦ﾀｲﾙ       ¥56,000       ¥56,000 ¥1,714,031 

三原建設㈱京田辺ｴｺｾﾝﾀｰ                 ¥1,714,031 

西田興業                 ¥1,714,031 

㈱JSP ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ               ¥1,714,031 

㈲植山重機整備                 ¥1,714,031 

奥村機械㈱                 ¥1,714,031 

                  ¥1,714,031 

                  ¥1,714,031 

当社 従業員人件費 1人当り ¥20,000 30 ¥600,000                     30 ¥600,000 ¥1,114,031 

3ｔﾕﾆｯｸ 1日当り ¥15,000                             ¥1,114,031 

3ｔﾀﾞﾝﾌﾟ 1日当り ¥10,000 3 ¥30,000                     3 ¥30,000 ¥1,084,031 

軽ﾀﾞﾝﾌﾟ･軽ﾄﾗｯｸ･1ｔ車 1日当り ¥3,000 14 ¥42,000                     14 ¥42,000 ¥1,042,031 

0.1m3ﾕﾝﾎﾞ 1日当り ¥10,000                             ¥1,042,031 

ﾐﾆﾕﾝﾎﾞ 1日当り ¥7,000 3 ¥21,000                     3 ¥21,000 ¥1,021,031 

総 合 計   ¥1,588,060 ¥567,941 ¥182,968       ¥2,338,969 
営業利益 

¥1,000,031 

        社 長 専 務 担 当   目標営業利益率 

29.76  ％ 

        

請負金額の30% 

業者別発注額 

当社人件費 
車両費賦課額 

受注総額 

支払総額 

粗利益額 



 現在、現場担当として、現場ごとの収益管理を任せているのは4名です。 
 施行物件全体は社長が管理し、必要な場合はアドバイスや相手企業との交渉も行っています。 
 受注増に伴い、外注工事が全体の7割以上を占めており、収益管理は非常に重要な仕事になっています。 
 但し、当社が発注する外注先や仕入先は、ここ数年の付き合いではなく、先代からの取引先も多く、「森忠
の要求する基準」をよく理解し、施工にあたってもらえる業者ばかりです。 
 これまでの人事評価以外に、現場の収益管理を任せている従業員に対しては、目標粗利益率を達成した
現場の数やその過程の努力を賞与に反映しています。  
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地域リーディングカンパニーになるための現場管理体制 その２ 

当社の実績を支えるこれからの知恵の源泉２ 
「現在着手し始めたこと」 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

協力業者 

 施 工 管 理 
 社長 森本 
 営業・総括 部長 森本 
 環境緑化  部長 西野 

材料仕入先 材料仕入先 材料仕入先 材料仕入先 

山岡班 
15年 
植 栽 
ブロック 

積 班 
4年 
ブロック 
土間ｺﾝ 

林 班 
5年 
土 工 
擁 壁 

中垣班 
5年 
擁 壁 
左 官 

谷 班 
2年 
土 工 
ブロック 

大石班 
8年 
植 栽 
剪 定 

会社名・企業名 取引内容 主要取引物 取引年数 

Ａ 造園材料業者 造園 樹木・石等 平成14年～ 

Ａ 産廃業者 造園・土木 産業廃棄物 平成18年～ 

Ｕ 造園材料業者 造園 樹木・石等 昭和60年～ 

Ｕ 二次製品業者 造園・土木 二次製品（ブロック） 平成20年～ 

Ｕ 建設材料業者 造園・土木 二次製品・エクステリア 平成20年～ 

Ｋ 造園材料業者 造園 樹木・石等 平成19年～ 

Ｔ 骨材業者 造園・土木 骨材・残土 平成18年～ 

Ｕ 建設材料・二次製品業者 造園・土木 二次製品・エクステリア・各建材 昭和60年～ 

Ｎ 建設材料・二次製品業者 造園・土木 二次製品・エクステリア 平成24年～ 

Ｈ 建設材料・骨材業者 造園・土木 二次製品・各建材 昭和62年～ 

Ｍ 生コン・骨材業者 造園・土木 生コン・各建材 平成11年～ 

Ｍ 産廃・処分業者 造園 枝・草処分 平成21年～ 

Ｍ 製材業者 造園・土木 材木 平成 6年～ 

Ｗ エクステリア・金物業者 造園・土木 エクステリア・二次製品 平成18年～ 

Ｂ 造園材料業者 造園 土壌改良材・肥料 平成16年～ 

Ｔ 骨材業者 造園・土木 骨材 平成23年～ 

Ｈ 造園材料業者 造園 肥料・薬剤 平成 6年～ 



心とくらしの豊かさ 
• 「 お客様の立場に
立った」住みよい環
境作りのお手伝い 
 
 

• 「感謝の気持ち・奉
仕の心を持てる」働
きやすい環境作り 
 
 

• 「緑豊かなまち作り」
のお手伝い 

 
•迅速な支払・確実
な回収に支えられ
た信頼関係 
 

• 3D-CAD図面のス  
         トック 
 

•お客様との関係作
りを組込んだ業務 

•                フロー 
 
•自己研鑽と従業
員教育（育成） 

 
•営業力 
 
 
 

•顧客対応力 
 
 
•企画力 

 
•外構・エクステリア 
   （洋風庭園・日本庭園） 
 
 

•年間管理 
メンテナンス 

 
 

•公共工事 
 （都市公園整備等） 
  

 
•年間売上高 

1億9千万円 
 
 

•従業員数  5名 
  パート   1名 
  応援隊  5名 
  アルバイト1名 

経営理念 マネジメント 強 み 事 業 業 績 

現在の知的資産セグメント分析 平成26年度 
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知的資産セグメント分析に見る 
現在の(株)森忠建設造園の到達点 

    
平成22年（20期） 平成25年（23期） 

受注額 件 数 割 合 受注額 件 数 割 合 

1 一般外構造園 16,857,222 24 11％ 51,321,062 62 20％ 

2 ＨＭ外構造園 10,908,963 23 10％ 55,808,385 71 22％ 

3 企業・工務店外構造園 19,923,334 35 15％ 2,333,825 16 5％ 

4-A 企業年間維持管理・元請 12,148,302 28 13％ 16,954,192 27 8％ 

4-B 企業年間維持管理・下請 19,793,900 23 10％ 13,378,290 25 8％ 

5 個人年間維持管理 9,150,915 80 35％ 13,149,290 103 33％ 

6-A 公共土木工事 9,577,619 2 1％ 22,876,300 3 1％ 

6-B 公共造園工事 2,424,333 6 3％ 16,480,450 6 2％ 

7 土木 2,665,238 4 2％ 647,850 3 1％ 

  合計 103,449,826 225 192,949,644 316 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

2010年（20期） 

受注額 

2013年（23期） 

受注額 

土木 

公共造園工事 

公共土木工事 

個人年間維持管理 

企業年間維持管理・下請 

企業年間維持管理・元請 

企業・工務店外構造園 

ＨＭ外構造園 

一般外構造園 

20% 

22% 

5% 

8% 
8% 

33% 

1% 

2% 
1% 一般外構造園 

ＨＭ外構造園 

企業・工務店外構造園 

企業年間維持管理・元請 

企業年間維持管理・下請 

個人年間維持管理 

公共土木工事 

公共造園工事 

土木 23期件数割合 

森
忠
の 

伸
び
し
ろ 



（１） 創業（家業）～事業化時代の 
                   事業ドメイン 

経験を主体に、設計図無しのいわゆる
現場合わせの施工。 

造園、外構、植栽、都市公園という、
顧客が望む「施工」を行う。 

（２）地域リーディングカンパニーとしての 
                     事業ドメイン 

住空間における心とくらしの豊かさを提
供する企業「夢空間プロデューサー」と
して、顧客に対し、緑を活かした豊かな
住空間を伝道する。 

創業以来蓄積された、知恵の源泉を活かし、地域リーディングカンパニーへ 
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森忠版 地域リーディングカンパニーへの道 

事業ドメイン 
住空間における心の豊かさを提供 

事業ドメイン 
顧客、満足の高い造園工事一式 

 当社は、先代社長が「植木屋」として起業し、法人化を経て、公園づくりなど公共工事も手掛けさせていただ
けるまでに成長、現在は外構工事を含む「造園・建設業者」です。 
 一現場あたりの工事単価が高額なのは公共工事ですが、事業承継を経てこれからの「森忠」は初版の知恵
の経営報告書にも記載した、「夢空間を演出」するプロデューサーとして、アウトドアリビングと呼ばれるベランダ
や庭で、お客様が心豊かに過ごされる日常を提案・提供する企業を目指しています。 
 そして「夢空間」として本年秋ごろには当社事務所に隣接したスペースに「コンセプトスペース」併設予定です。 

コンセプトスペース  完成予想パース 
（当社3D-CAD） 

森忠の伸びしろ 
  【一般外構造園】   
   ・エンドユーザーをターゲットに、森忠独自で営業や集客を行い顧客獲得。 
  【HM外構造園】 
  ・ハウスメーカーや、工務店など、協力業者として行う。 
 双方共にコンセプトスペースを活用して打合せを行い、夢空間の演出。 

  （外構工事単価の向上を目指す） 

BBQセットやピザ釜など（遊び心も忘れずに） 

家を建てる人が住宅展示場へ行くように、庭を考
える人が当社のコンセプトスペースへ見学に来る 

造園 

年間 

管理 

外構・ 

植栽 

造園 

インテリア 

年間管理 外構・植栽 

食文化 



生活付加価値消費 

生活充足消費 

自己顕示型消費 

セレブ消費 

バブル消費 

自己投影型消費 

本物に出会う・ 

本当の私になる 

物語消費 

 

出典：神田昌典著 全脳思考 

(株)森忠建設造園のターゲットとなる顧客の消費行動 

顧客に物語を提供する場＝コンセプトスペースの創設へ  
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事業実績を支える新たな知恵の源泉 
自己投影型消費としての庭 

 顧客要件定義により、想定される、森忠の顧客像 

 自己投影型消費の購買動機と、消費行動 
① 「こんな商品が欲しかったんだ」と自分が

気付かなかった欲求に気付かせてくれる。 
⇒ 「こんな庭のある生活がしたかったんだ」 
 

② 商品の購入の為に努力する。 
⇒ 「コンセプトスペースへワクワクしながら行
く。」「森忠で庭を依頼する自分が好き」 

 
③ その商品の背景にある「世界観」を積極的

に実践し周りに伝導する。 
⇒ 「森忠が提案する＜住空間における心
の豊かさ＞に共感」 

 「植栽・インテリア・食文化・生活スタイ
ル」を伝道（口コミ）  

3D-CADデザインテクニック  
コンセプトスペース（今秋オープン） 

 住居や企業、また都市においても機能だけを考えれば「庭」は必要ではありません。 
  それでも、家を新築する際ほとんどのお客様は造園も依頼されます。お客様のご要望をお聴きする中、家の
延長として庭づくりがあり、トータルな住空間の中で「自分らしく過ごしたい」とお考えになっていることがよくわか
ります。 
 当社には、「造園業者」としての庭づくりの技術ノウハウはもとより、現社長がこだわりストックを続けてきた3D-
CADがデザインテクニック集として蓄積されています。 
 また、今秋オープンするコンセプトスペースで、アウトドアリビングとして楽しむ「庭」を各種施工例やブロックな
どの小物とともに体験していただけます。 

 
 
 

DIY店（東急ハンズ） 
外構・造園業者 

アウトドアリビングとしての「庭」 
家にいるのがたのしい リラックスできる 

新築・リフォームを機に住空間と一体と
なった庭を求める方  

ハウスメーカ・地元工務店との繋がり 
地元企業とのつながり 

提供価値 

ターゲット 

競  合 

優位性 

独自資源 

アウトドアリビングとしての家族とのふれあいを大切に
したい顧客 
（楽しみ倍増への後押しがさらに顧客満足度に繋がると考
えます。） 

最新技術では体感
できない古き良き時
代を記憶に残す為、
当社オリジナルミニ
水田を考案しました。 

お客様の夢やこだわりを形に変えていく 
 そんなお手伝いをさせて頂く事が我々の使命 



コンセプトスペースをハブとしたビジネスモデル 
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事業実績を支える新たな知恵の源泉 
自己投影型消費としての庭 

株式会社 
 森忠建設造園 

合同会社 
C-MORISHIN’S 

コンセプト 
スペース 

 

顧 客 

協力業者 
職人等 

業務委託 

管理・運営 
（カフェ運営含む） 
プロデュース 
イベント企画 

森忠の情報発信 
森忠の広報営業部隊 

お客様つくり 

打合せ、相談 
サンプル展示 
イメージ提供 
カフェ 

勉強会・懇親会等 
関係資産の 
構築・強化の場 

借景によるゆとり空間 
お客様との出会いの場 
ゆとりプロセスの提供 

コミュニケーション 
信頼関係構築 

契 約 

心とくらしの豊さの提供 

造園の技術・精度といった機能的価値から 
お客様の感性・経験に響く感性的価値の提供へ 

コンセプトスペースへの集客の流れ 

※ 合同会社C-MORISHIN’S 
• 森忠のグループ会社。主にコンセプトスペースの
運営やエンドユーザー向けのプロデュースやイベ
ント企画などを担当。あくまでも、森忠の子会社で
あるが独立採算を目指し運営。 

口
コ
ミ
の
発
生 

生
涯
顧
客
と
な
る
新
規
顧
客
の
誕
生 

認知 

•①ＨＭ・地元工務店経由⇒チラシ見込み客  ②既存顧客 

•③ＨＰ掲載  ④施工現場周辺住宅へ「ながら営業」 

興味 

•住空間と一体化した庭 

•アウトドアリビングのある生活とは？ 

行動 

•アウトドアリビングの施工例を観たい（移動時間1時間） 

•住宅展示会場へ出向く感覚と同じ 

比較 

•最近新築外構された○○さんと 

•ＤＩＹ（東急ハンズ・ロフト）・同業他社・ホームセンター 

購買 

•コンセプトスペースでプロの仕事を知る（契約） 

 

利用 

•アウトドアリビングを活用 

•ガーデニング ・子供と遊ぶ ・友を招く 

愛情 

•森忠に頼んで良かった⇒口コミ 

•森忠HPに掲載OK 

 当社の経営理念「住みよい住
環境づくりのお手伝い」です。 
 そのため、施工現場付近で、
敷地が広く植木が茂り過ぎてい
るお宅や、築年数が経過し、外
構が少し不安定なケースなどの
お宅に、作業員が通常の業務・
作業を行いながら、チラシをポ
スティングしております。 
 これを口下手な職人気質の作
業員でも無理なくできる「ながら
営業」と位置づけています。 



心とくらしの豊さ 
•「 お客様の立場に
立った」住みよい環境
作りのお手伝い 
 

• 「感謝の気持ち・奉
仕の心を持てる」働
きやすい環境作り 
 

• 「緑豊かなまち作り」
のお手伝い 
 

 

 
•迅速な支払・確実な
回収に支えられた信
頼関係 
 

•自己投影型消費を
体感するコンセプトス
ペースの活用 
 

•お客様との関係作り
を組込んだ業務フ
ロー 
 

•自己研鑽と従業員
教育（育成） 
 

•事業から、地域リー
ディングカンパニーへ 

 
• コンセプトスペース
を活用した、提案 
 

•顧客対応力・ 
営業力 

 
•企画力 
 

•組織力 
 

•地域での信用度 

 
•緑の夢の住空間
演出プロデュー
サー 

 
•外構 ・ 
   エクステリア 
 

•ガーデニング 
 

•年間管理 
メンテナンス 

 
•公共工事     
  （各地行政） 
 

 
•年間売上高 
 個人宅外構&造園 

3億円 
 
•企業年間管理 

1億円 
 
•公共工事 
         1億円 

 
合計5億円 

 
•従業員数  8人 
 （内設計2人等） 
  パート   2名 
  応援隊  5名 
  アルバイト1名 

地域リーディングカンパニーとして 知的資産セグメント分析 平成29年  
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自己投影型消費をリードする 
森忠建設造園の知的資産セグメント分析 

経営理念 マネジメント 強 み 事 業 業 績 

KPI 
•平均的な価格 
 オープン外構     180万円 ⇒ 230万円 
（道路から仕切りの無い）   
 セミオープン外構   220万円 ⇒ 280万円 
（ｶﾞﾚｰｼﾞ部は仕切の無い）  
 クローズ外構     280万円 ⇒ 400万円 
（道路沿い仕切りの有る）   

•和・洋風庭園 坪単価  
 和風庭園（灯籠・蹲等） 30万円 ⇒ 70万円  
 洋風庭園（花壇・小池） 25万円 ⇒ 60万円 

•契約日から着工日まで 
          平均 10～14日 ⇒ 10～15日 
•契約からお引き渡しまで 

          平均 25～40日 ⇒ 35～60日 

平成２６年年 KPIから平成29年の目標数値 
•仕入先、メーカーとの信頼関係（良きパートナー） 
 取引年数29年 ⇒ 32年 （即座な対応） 

•お問い合わせに対する即日対応 
 100％（H25年度） ⇒ 100％ （H29年度） 

•施工後の手直し率 2％ ⇒ 0％ （即座に対応） 
•年間見積り数に対する受注件数 
 72件／89件中   ⇒153件/180件 （85％）    

•追加料金の発生率 10％以下  ⇒  10％以上 
 （お客様からの要望に基づく追加料金は除く） 
•代金回収率 100％   ⇒ 100％更新中 

 KPＩ 
•個人直接受注   25件/年 ⇒ 45件/年 
•工務店紹介     87件/年 ⇒ 155件/年 
•平均打合せ回数 3∼4回/件 ⇒ 4～5回/件 
•平均打合せ時間  1.5時間  ⇒ 2時間 
• プランニング期間   6日   ⇒ 10日 
•平均社内検討回数 2回/件 ⇒ 2回/件 
•平均提案回数     4回/件 ⇒ 5回/件 
⇒CAD作成平均コスト  4万円  ⇒ 5万円 
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組織体制 

今後見据えた組織体制 ～売上高5億円へ向けて～ 

【組 織 図】 ※        ←現在の組織状況 
           （ 実質的な作業は4名 会長も作業員で技術指導） 

取締役会長 
森本 忠彦 
• 営業・職人 
従来の顧客や企業   
に対してしっかり営業。
現場での職人として
技術の伝達 

代表取締役 
森本 真一郎 
• 営業・企画（総合） 
組織強化を図り、売
上げアップに繋げる
取組みを実施 

取締役 
森本 加代子 
• 経理 
前社長と共に森忠
造園を創業。他の建
設業者で経理経験
あり 

営業・総括 部長 
森本 晃 
• 営業・現場管理 
営業を主に現場管理
も行い、森忠の中核を
担う存在 

環境緑化部 部長 
西野 圭悟 
• 現場管理・現場監督 
現場の長として総合的
に把握。各現場ごとの
原価管理なども 

総務部 設計 
中島 仁美 
• 経理、設計、企画 
設計・企画などあらゆ
る面でのデザインを担
当。また総務に関して
も補助を行う 

総務部  
保川 真弓（パート） 
• 総務 
 総合経理（事務） 
 上司の指示の元 
 的確な総合経理 

営業 （新入社） 
• 営業 （一般・企業） 
新規顧客獲得、ｴﾝﾄﾞ
ﾕｰｻﾞｰ・一般企業など 

営業 （パート従業員） 
• 営業 （一般） 
新規顧客獲得、ｴﾝﾄﾞ
ﾕｰｻﾞｰ 

環境緑化部 課長 
近藤 憂希 
• 現場監督・職人 
大体の現場を管理す
ることが出来、的確な
指示が行える。部下の
指導も的確 

環境緑化部 主任 
名越 卓也 
• 現場監督・職人 
大体の現場を管理す
ることが出来、的確な
指示が行える。部下の
指導も的確 

工事部  
• 一等職人 
 職人としてどこの現場 
 にでも任せられる。部 
 下の指導が行える • 設計・企画 

 （新入従業員・パート
可） 
 CADによる設計・企画 

工事部 （新入従業員） 
• 現場作業員 
新卒採用 
一定の作業経験 

工事部 （新入従業員） 
• 現場作業員 
新卒採用 
一定の作業経験 

工事部 （新入従業員） 
• 現場作業員 
新卒採用 
一定の作業経験 

監査役 
森本 尚美 
• 経理 
 現金出納帳や銀行 
 のパイプ役など、金 
 融面関係に従事 

応援部隊 
• 職人・軽作業員 
年間通じてほぼ応援
作業員 
企業を退職された年
配者 

※        ←売上目標達成に欠かせない採用予定者    
           （ 目標達成には受注獲得・現場達成が必要不可欠） 

～売上高5億円を達成にするに確立された組織へと～ 
5億円の売り上げ 即ち現在の2.5倍です。 
それぞれの役職の担いをしっかり把握し、伝達経路・確実なピラミッド型に
組織を束ね、一枚岩となって取り組む必要があります。また各担当者より、
協力業者にも「報・連・相・確」を確立します。そして朝礼や夕礼への参加、
また必要に応じて従業員・協力業者合同の勉強会も開催予定。 



会社概要 
会社名 株式会社 森忠建設造園 

所在地 〒619-0243 京都府相楽郡精華町南稲八妻蔭山33 

創業 1979年（昭和54年） 

法人設立 1991年（平成3年） 

資本金 / 決算月 資本金：1,000万円 / 決算月：9月 

代表取締役 森本 真一郎 

従業員数（役員除く） 5人 （うちパート：1人 応援隊：5人：アルバイト1名） 

電話 / FAX 0774-94-4759 / 0774-98-3356  

Webサイト http://www.,morityu.com 

e-mail office@morityu.com 

許認可・資格等 

建設業許可 京都府知事 般―21第21969号 
 一級土木施工管理技士 
 一級造園施工管理技士 
 一級造園技能士 
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経営理念 / 会社概要 

特大高木 伐採 

年間管理 芝刈り 

経 営 理 念 

～心とくらしの豊さ～ 
   

• 「お客様の立場に立った」住みよい住環境作りのお手伝い 
「住んで良かった、頼んで良かった」とお客様の笑顔が絶えない信頼関係を築きます。 

 

• 「感謝の気持ち・奉仕の心を持てる」働きやすい環境作り 
お客様に対して感謝の気持ち・奉仕の心を持って接することが出来るように、従業員が働き
やすい環境作りを目指します。 

 

• 「緑豊かなまち作り」のお手伝い 
造園業を営む者として社会的使命と考えています。 



(株)森忠建設造園 知恵の経営報告書2014 27 27 

追記：森忠主力自動車・作業機械 

当社の相棒 ～それぞれのトラック・機械が各現場で大活躍～ 

【自動車・トラック編】 

軽ﾄﾗｯｸ いい庭 1128号 
（狭い現場でもﾗｸﾗｸ） 

３ｔﾀﾞﾝﾌﾟ いい庭 1128号 
（土や骨材・草等を運搬） 

3.5ｔﾕﾆｯｸｸﾚｰﾝ 
（ﾌﾞﾛｯｸ等を吊ったり運んだり） 

軽ﾄﾗｯｸ いい庭 1128号 
（4輪駆動でｽｲｽｲ） 

電気自動車2 軽営業車 
（環境に配慮して） 

電気自動車1 軽営業車 
良い庭 1128号 
（環境に配慮して） 

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ユンボ） 
（固い土の掘削もﾗｸﾗｸ） 

自走芝刈り機 まさおくん 
芝生、草の刈り取り・収集 

芝刈り機 フライングモア 
（芝生、草の刈り取り） 

 チェーンソー 6台保有 
（細い枝から太い幹まで） 

バリカン ヘッジトリマー 
8台保有 生垣剪定等 
（刈物樹木） 

ブロワー送風機  7台保有
（風の力で集草等） 

 草刈り機 7台保有 
（草や芝をカット） 

 転圧機 2台保有 
  （土や砕石を転圧） 

動噴機 2台保有 
毛虫の消毒や除草剤散布 

発電機 1台保有 
（電気の無い現場でもOK） 

撹拌機 1台保有 
（土の耕耘機） 

【作業機械編】 

 自動車や作業機械は知的資産ではありませんが、これら車両や機械があることで、造園工事や作庭が
スムーズに施工できます。固定資産回転日数も平均より短く、適切な車両機器の選定・保有を行ってい 
ます。固定資産回転日数 ３６５÷売上高/固定資産＝58.6日 標準89.0～71.1日（TKC経営指標による） 



(株)森忠建設造園 知恵の経営報告書2014 28 28 

沿 革 （創業期） 

昭和54年 04月 創業者森本忠彦、勤務先建設会社から独立。 

のれん分けにより、「森忠造園」を開業 

60年10月 社名を「森忠造園」から「森忠建設造園」へ変更 

変更と同時に 造園・土木の建設業の許可を取得 

62年17月 倉庫・ガレージを新設 

沿 革 （成長期） 

平成3年10月 株式会社森忠建設造園 設立（資本金1000万円） 

3年11月 住宅会社から外構工事の受注を獲得 

4年04月 大手企業研究所の植栽工事を受注 

工事完了後年間管理メンテナンスを現在も受注 

沿 革 

沿 革 （第1転換期） 

平成 8年04月 

8年08月 

現社長 森本 真一郎入社 

精華町商工会青年部に入部 

10年05月 

10年12月 

中堅住宅メーカーから外構工事の受注を獲得 

森本 真一郎 取締役へ就任（専務取締役） 

12年12月 事務所を新設 

15年05月 

15年08月 

決算月を9月30日から5月31日に変更 

外構設計ソフト 3D-CADを導入 

17年03月 

17年06月 

17年08月 

17年10月 

1級造園施工管理を取得（専務取締役） 

社会保険労務士と契約する（労務管理・給料面） 

大手ハウスメーカーから外構工事の受注を獲得 

クレジットカード・ローン 取り扱い開始 

18年06月 一般面接により 事務員を採用 

19年05月 顧問税理士を、経営アドバイス機能を持つ会計事務所へ変更 

22年06月 株式を社長から専務取締役へ100％譲渡 

23年01月   知恵の経営報告書 初版作成 京都府知事認証取得 

沿 革 （第2転換期） 

平成25年09月   森本 真一郎 代表取締役社長就任 

25年10月   パート従業員採用（事務・経理） 

25年12月   「ながら営業」開始（チラシ作製・配布開始） 

26年01月   土地購入（コンセプトスペース・資材置き場用地として） 

26年07月    知恵の経営報告書 更新版作成 
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あとがき 

お問い合わせ先 
株式会社森忠建設造園 
〒619-0243 京都府相楽郡精華町南稲八妻蔭山33 
TEL 0774-94-4759 
E-mail ： office@morityu.com 

担当者 
代表取締役 森本 真一郎 

発行 
2014年6月30日 

 本報告書の作成にあたっては、本報告書記載内容につき、その客観性を維持・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。 
 

山本 容子 （オフィスやまもと） 
登録 ：京都府「知恵の経営」ナビゲーター、ミラサポ登録専門家 

  京都府よろず支援拠点 アシスタント（中小企業庁事業） 

中島 巧次 （エフォート行政書士事務所  行政書士 ・ 知的資産経営認定士） 
所属 ：滋賀県行政書士会、日本知的資産経営学会 正会員 
登録 ：京都府「知恵の経営」ナビゲーター 

    京都府商工会連合会エキスパートバンク登録専門家 
藤田 雅之 （京都中央信用金庫 精華支店 融資担当 係長） 
 
岩井 香織 （精華町商工会 担当経営支援員） 

 

 本報告書の掲載内容は、全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、将来の経営環境（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、当店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。 

 知恵（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、企業や事業
所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指します。 

 知恵の経営（知的資産経営）報告書とは、これら「知恵（知的資産）」を、お客様、取引先様、従業員、株主
といったステークホルダー（利害関係者）に対し、「知恵（知的資産）」を活用した企業価値向上に向けた活動
～価値創造ストーリー～として、目に見える形でわかりやすくお伝えし、企業や事業所の将来性に関して認識
を共有化して頂くことを目的に作成するレポートのことです。 

知恵の経営（知的資産経営）報告書とは 

本報告書ご利用上のご注意 

作成支援・監修外部専門家 



株式会社 森忠建設造園
http://www.,morityu.com 


