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日本公認会計士協会近畿会・大阪商工会議所

～決算数値にとらわれない企業評価のすすめ～







【会　社　名】

【事業内容】

【本社所在地】 〒

【連絡先住所】 〒

【代表者氏名】 【電話番号】 （ ） －

【E-mail ｱﾄﾞﾚｽ】 【ＦＡＸ番号】 （ ） －

【決　算　期】 月 【従業員数】 61 人 【設立年月】 1995年 11月

【資　本　金】 【売上高（直前期）】

会社基本情報
Ａ６

修理業　営業利益14,338千円　減価償却費7,973千円

40,000,000円 1,153,578,000円

西暦



項目 総合評価 ＣＦ評価
経営スタンス・リーダーシップ 9.0 5.0
選択と集中 14.0 20.7
交渉力・リレーション 12.0 16.5
知識・イノベーション・スピード 10.0 7.4
チームワーク・組織知・リスク管理・ガバナンス 7.0 5.8

合計 52.0 55.4

Ａ６ 非財務情報（知的資産経営）の評価チェックリスト
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総合評点 ＣＦ評点 説明（根拠） 参考資料
経営スタンス/リーダーシップ

## 書面化している
## 書面化はしていないが経営理念はある
## 明確な経営理念はない

## 定期的な理念唱和など浸透化に努めており、十分に
浸透している

## 方策は講じているものの、,あまり浸透していない
## 方策を講じていない（明確な経営理念はない）

## 策定し、共有している　
## 経営計画は策定しているが、十分に共有できていな

い
## 経営計画は策定していない

## しっかり育成している
## 育成まではできていないが、候補者はいる
## 次期の経営者候補はいない
## 現在のところ必要性を感じていない

## 毎年、年間計画に従って行っている
## 必要の都度行っている
## あまり行っていない

Ａ６ 非財務情報（知的資産経営）の評価チェックリスト

1.0

0.0

現場まで共有はでき
ていない

社長30代のため

1.0

1.7

1.7

0.8

0.0

0.8

2.0

2.0

公開を目指している
ため

Check Answer

経営理念があり、書面化
していますか

従業員全員に経営理念
を浸透させていますか

経営計画を策定し、社内
で共有していますか

次期の経営者候補を育
成していますか

経営幹部や従業員に対
する研修制度を定期的に
行っていますか

Ｃｈｅｃｋ　6/17



総合評点 ＣＦ評点 説明（根拠） 参考資料
経営スタンス/リーダーシップ

## 行っていない
## 行っているが、積極的ではない
## 積極的に行っている

## 加盟していない
## 加盟しているが、積極的な活動は行っていない
## 加盟し、積極的に活動している

## すでに取得している
## 取得を検討している、もしくは手続き中である
## 取得を検討していない

## 経営を活性化するには有能な外部登用者を後継者に
据えるべきであり、世襲制を採用するのは妥当でない

## 事業を発展・継続させるためには、世襲・外部登用に
かかわりなく有能な後継者を選択すべきである

## 多様な利害関係が存在する中で、リーダーシップを取
れる人材を確保するには世襲制しか考えられない

## 従業員の意見を集約する形で決定している
## 経営者が責任を持って全て決定している
## 意見をまとめるのが困難な場合がある

非財務情報（知的資産経営）の評価チェックリスト Ａ６ 
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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

トップダウン型

Check Answer

公的な役職、地域での社
会活動などを行っていま
すか

業界団体への加盟、活動
状況はどうですか

ＩＳＯは取得していますか

後継者に関してどのよう
な考えをもっていますか

従業員の意見が分かれ
ているときの最終意思決
定はどのようにしていま
すか
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総合評点 ＣＦ評点 説明（根拠） 参考資料
選択と集中

## 現在の主力事業も将来の主力事業も明確に把握して
いる

## 現在の主力事業のみを明確に把握している
## 主力事業を把握できていない

## 伸びていく傾向にあると判断している
## 現状維持だと判断している
## 縮小していく傾向にあると判断している

## 明確に把握している
## なんとなく把握している
## 全く把握していない

## 全て把握している　　
## 部分的に把握している
## 全く把握していない

## 過去の実績を把握し、将来の業績予測を行っている
## 過去の実績を把握しているが、将来の業績予測は

行っていない

## 過去の実績を把握していない

非財務情報（知的資産経営）の評価チェックリスト Ａ６ 

2.0 1.7

2.0 3.3

1.0 1.7

2.0 3.3

0.8

Answer

現在の主力事業の将来
性についてどのように考
えていますか

過去の実績を把握した上
で将来の業績予測をして
いますか

事業別、地域別などの業
績を把握していますか

現在の主力事業の競合
他社を明確に把握してい
ますか

現在の主力事業と将来
の主力事業を明確に把
握していますか 1.0

単一事業のみ

市場拡大はあまり見
込めない

他社との差別化は
明確にしている

地域別分析は詳細
に実施している

Check
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総合評点 ＣＦ評点 説明（根拠） 参考資料
選択と集中

## 反映しており、成果も出ている
## 反映しているが、成果が出ていない
## 反映していない（業績予測を行っていない場合を含

む）

## 差別化できており、明確に説明できる
## 差別化できていると思うが、明確には説明できない
## 差別化できていない

## 投資をしている
## 成長分野はあるが、まだ投資していない
## 成長分野が明確でなく、投資していない

主力事業について競合
他社と差別化できている
点について説明できます
か

非財務情報（知的資産経営）の評価チェックリスト Ａ６ 

3.0

3.0

0.0

5.0

5.0

0.0

AnswerCheck

将来の成長分野への投
資をしていますか

将来の業績予測の結果
を経営活動に反映してい
ますか

最も注力している点
である
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総合評点 ＣＦ評点 説明（根拠） 参考資料
対外交渉力/リレーションシップ

## 把握していない
## 25％未満
## 25％以上50％未満
## 50％以上75％未満
## 75％以上100％未満
## 100%

## 年間計画に従って実施している
## 必要の都度、実施している
## 実施していない

## 書面化され、社内に周知されてものがある
## あるが、書面化されていない
## ない

## パンフレットや社内案内に記載しており、明確に説明
できる

## 説明できるが、説明資料はない
## 説明できない

## 全て自由にできる
## ある程度自由にできる
## 全くできない

非財務情報（知的資産経営）の評価チェックリスト Ａ６ 

2.0

2.0

1.7

3.3

1.7

3.3

2.0 3.3

1.0

2.0

Check Answer

自社製品、商品及びサー
ビスの魅力を説明できま
すか

価格設定方針はあります
か

営業部員の育成を実施し
ていますか

得意先上位3社が占める
全体の売上に対する割
合はどれくらいですか

市場環境に応じて売値を
上下できますか

一般消費者向が大
半を占める
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総合評点 ＣＦ評点 説明（根拠） 参考資料
対外交渉力/リレーションシップ

## 全て自由にできる
## ある程度自由にできる
## 全くできない

## 把握していない
## 25％未満
## 25％以上50％未満
## 50％以上75％未満
## 75％以上100％未満
## 100%

## 良好なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを常時とっている
## 必要な時にｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとっている
## どちらかと言えば、あまりとっていない

## HPで積極的に会社や自社製品（ｻｰﾋﾞｽ）についてア
ピールしている

## HPは作成しているが、あまりメンテナンスをしていな
い

## HPはまだ作成していない

経営者は、社内外のブ
レーンと常時、良好なｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝをとっていますか

非財務情報（知的資産経営）の評価チェックリスト Ａ６ 

0.0

1.7

0.8

0.8

0.0

1.0

1.0

1.0

Check Answer

市場環境に応じて買値を
上下できますか

自社のホームページは、
対外広報に十分役立つ
ものになっていますか

仕入先上位3社が占める
全体の仕入に対する割
合はどれくらいですか
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総合評点 ＣＦ評点 説明（根拠） 参考資料
知識の創造/イノベーション/スピード

## ある
## 組織上はあるが、機能していない
## ない

## 1年以内
## 1年超3年以内
## 3年超10年以内
## 10年超前
## 全く出していない

## 1年以内に出す予定
## 1年以上後に出す予定
## 出す予定はあるが時期は未定
## 出す予定はない

## 社内公募制度などを設けて、従業員による自由な発
想が出てくるようにしている

## 制度は設けていないが、自由な発想は常時受け付け
るようにしている

## 具体的な工夫はしていない

## 思う
## 普通だと思う
## 遅いと思う/分からない

1.7

1.7

0.0

0.8

0.0

2.0

2.0

1.0

Check Answer
非財務情報（知的資産経営）の評価チェックリスト

1.0

0.0

社内で自由な発想が出
てくるような工夫をしてい
ますか

新製品・新商品及び新
サービスの開発部署はあ
りますか

最近、いつ新製品・新商
品及び新サービスが出ま
したか

今後新製品・新商品及び
新サービスを出す予定は
ありますか

意思決定プロセスは迅速
なものとなっていると思い
ますか

Ａ６ 
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総合評点 ＣＦ評点 説明（根拠） 参考資料
知識の創造/イノベーション/スピード

## 15日以内
## 15日超30日以内
## 30日超60日以内
## 60日超
## 月次決算はしていない

## ある
## ない

## 採用している
## 現在は採用していないが、今後の採用を考えている
## 現在は採用しておらず、今後も採用する予定はない

## 十分に活用しており、従業員の多数が業務に役立て
ている

## 部分的に活用しており、従業員の一部が業務に役立
てている

## まったく活用していない

0.0

0.0

1.7

1.7

0.0

0.0

2.0

2.0

社員のモチベーションを
高める制度を採用してい
ますか
（例）報奨制度、フレック
スタイム制等）

月次予算制度はあります
か

管理についてITを活用し
ていますか

Answer
非財務情報（知的資産経営）の評価チェックリスト

月次決算はどれくらいで
出来上がっていますか。

Check
Ａ６ 

出来高給制度有り
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総合評点 ＣＦ評点 説明（根拠） 参考資料
チームワーク／組織知／リスク管理／ガバナンス

社内での意思疎通は図
れていますか

## 全社的に意思疎通を図れるよう、様々な制度を導入
している

## 意思疎通の方法は各部署に任せているが、必要な意
思疎通はできているように思う

## 社内での意思疎通について特に意識したことがない
積極的に外部の知識を
活用していますか

## 外部専門家など積極的に外部の知識を活用し、かつ
社内で共有する仕組みを導入している

## 外部専門家など積極的に外部の知識を活用している
が、社内での共有まではできていない

## 外部の知識を活用する仕組みはあまり整備されてい
ない

## 特定のノウハウを持つ役員・従業員はいない

## 特定の役員・従業員のノウハウに依存している部分
があるが、その者が退職しても事業、業務自体は継
続していくことはできる

## 特定の役員・従業員のノウハウに大きく依存している
事業、業務がある

## 定期的に研修会等を実施し、浸透化に努めており、十
分に浸透している

## 方策は講じているものの、あまり浸透していない
## 方策を講じていない
## ノウハウの共有を図る仕組みを導入している
## 仕組みは導入しているがうまく機能していない
## ノウハウの共有を図る仕組みは導入していない

1.0

0.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.0

1.0

1.0

1.0

非財務情報（知的資産経営）の評価チェックリスト Ａ６ 

自社を取り巻く法令を理
解し、従業員に浸透させ
ていますか

Check Answer

特定のノウハウを持つ役
員・従業員に依存してい
ますか

ノウハウの共有ができる
ような仕組みを具体的に
導入していますか
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総合評点 ＣＦ評点 説明（根拠） 参考資料
チームワーク／組織知／リスク管理／ガバナンス

## 毎年文書化し、経営上のリスクを把握するよう努めて
いる

## 過去に文書化したことがあるが、毎年行っていない
## リスクを文書化したことはない

## クレームに対する手続きは文書によりルール化され、
適切に運用されている。

## 文書化はされていないが、ルール化され、運用されて
いる。

## 特に対処方法をルール化していない

## 相談窓口を設け、適切に対処している
## 相談窓口は設けていないが、問題が表面化した場合

に対処している

## 原則として当事者間で解決させている

## 適切に対処している
## 現状では対処できていないが、今後は方策を取ろうと

考えている
## 適切に対処するのは難しく、今後も対処できないと思

う

## 情報漏えいのリスクについて共有し、守秘義務に関す
る念書等を徴収している

## 情報漏えいのリスクについて共有するようにしている
が、念書等は徴収しない

## 何ら対処していない

2.0

0.0

0.0

0.8

0.0

1.7

0.0

0.0

1.0

0.0

非財務情報（知的資産経営）の評価チェックリスト Ａ６ 

労務問題（サービス残
業、社会保険料支払）に
ついて適切に対処してい
ますか

Check Answer

社内における従業員間の
トラブルについて、どうし
ていますか

自社に対するクレームの
対処方法についてルー
ル化されていますか

自社を取り巻くリスクにつ
いて整理し、文書化した
ことがありますか

情報漏えい（営業情報、
個人情報等）リスクの管
理状況はどうしています
か

個別対応
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