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組織プロフィール

１．【当社の沿革と経営理念】------------------------------------------------------------
田中電子株式会社は、1986年1月6日に設立し、現在はＫＤＤＩ㈱の一次代理店として「auショップ」
運営と複数の通信事業者を扱う併売店「ＰＣサテライト」を中心として運営・展開しています。
近年、携帯電話業界はダイナミックな変化を繰り返しながら大きく発展を遂げています。

＜設立時の思い＞

当社は、1984年8月23日に田中（現・社長）が前職を退職するのと同時に、漁業船舶用秘匿装置を開
発、製造することで「貧乏からの脱出」を夢見て「田中電子産業」を個人事業として創立しました。

その時点での資本金は、財布の中にあった２千円のみで親に軍資金として２万円を借りて事業を開
始しました。事業所は、自宅（県営住宅の長屋）で６畳のプレハブ小屋で週に３、４日だけ「ちり紙
交換」をして日銭を稼ぎ秋葉原で電子部品を購入し、試作に取り組んでいました。

３ヶ月ほどして、現在の専務も加わり、２つの机をおいて作業を続けました。バラック作りの試作品
で公開実験をし、前金で受注できたことから、事業が動き出しました。今後の発展の可能性から、商
工会指導員の勧めもあり、「田中電子株式会社」を設立しました。

　設立当初から特に大事にしてきたことは、顧客である漁業関係者の要望をよく聴いて、それを実現し
ていくことが自分たちの役割と思うことでした。

＜業種の転換期＞

約１０年間ほど、４～５人で細々運営していた事業は、当時の円高の強い影響と政府の減船施策など
により漁業界に強いダメージを与えました。漁業会社が相次いで倒産し、弊社への受注も著しく減少し
てきました。

この大きな変化に対応して会社を維持していくために、業種変更を否応なく迫られ、種々模索してい
る中で、携帯電話の販売代理店の話をいただきました。折からの携帯電話の普及とともに弊社も携帯
電話販売代理店として急成長を遂げました。社員数も急速に増え始め、社長（田中）は設計開発中心
だった仕事のスタイルを改め、設計は当面の間は行わないと決意して、携帯電話事業に専念するように
なりました。

経営の考え方の基本にしていたものは、竹田陽一氏の「ランチェスター経営」です。弱者の戦略を徹
底し地域シェア獲得の観点からチェーン展開を進め、ローコスト・オペレーションと経営資源の顧客接
点（店舗）への集中投入を心がけてきました。このランチェスター理論は現在でも重要な経営概念と
して、深く関わっています。

＜経営品質向上の取組＞

2000年頃から携帯電話業界は、激しい変化の中にも成熟期に入ってきました。当社の規模も社員数
１００人を超えるようになり、千葉県内では、トップクラスの販売代理店になりました。そして、個人
事業から、法人の設立、事業の拡大ということと共に、納税・雇用の促進が社会に対する貢献である
ことを強く感じるようになりました。
このような状況の中で、2003年10月頃、「経営品質賞」を知ることとなり、経営の更なる質的向上
を目指して、JQAプログラムの導入を開始しました。
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2004年3月には、パートから役員まで全社員の将来の期待を集め創立20年目にして基本理念の明文化
とビジョンの策定をしました。

その後、千葉県経営品質協議会にも加わり、経営品質報告書の作成を中心とした改善活動に取り組
んでいます。そして、千葉県経営品賞には、2006年では奨励賞を受賞することができました。

＜成長期から成熟期へ激動の転換期＞

携帯電話事業は当初、量的拡大がとても重視されており、当社としてもキャリアショップの運営以外
に販売に特化した併売店・ＰＣサテライト店の運営を強化してきました。携帯電話事業に取り組んで７
～８年目（平成2007年6月末）には直営ＰＣサテライト店は最大で４０店・ＦＣを含めた総拠点数では
９１店舗にまで達しました。

しかし、携帯電話業界も普及が一巡して成熟期へと突入していきます。2007年10月以降、キャリアの
施策もキャリアショップ中心のものへと移行が進みだしました。また、2008年９月には世界規模の
リーマンショックの勃発等と、数々の案件が重なって経営環境がとても不安定な状況になりました。

このような中でも、経営の基本を忠実に実施し、人的リストラは一切行わず、自然退職者と店舗閉鎖
速度を同期させて、高収益のまま事業縮小を実現しました。その結果、２年後にはＶ字回復を成し遂げ、
創業以来の経常利益を記録しています。

その後、千葉県経営品賞では、2009年の申請で奨励賞、2010年の申請では優秀賞を受賞することが
できました。申請時はもちろん、申請しない場合も「経営品質報告書」は更新しています。

当社では、この報告書作成の作業等を通して、自分たちで自社全体を見直し、改善活動ならびに事業
承継への取り組みにつなげていくことが「豊かで健全な社会へ貢献する」ことだと考えています。

２ ． 【 現 状 認 識 と 環 境 変 化 】
-----------------------------------------------------------------

（2.1）提供価値と顧客認識

当社の事業はＫＤＤＩ㈱の一次代理店としてau商品の販売・アフターメンテナンスを行うauショップ
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＜＜経営理念＞＞
「社業を通して心を育て、豊かで健全な社会の発展に貢献する」

＜＜ビジョン＞＞  全社員が参画し策定した指針：平成16年3月12日付

□社員どおしのコミュニケーションを大切にし、笑顔で誇りをもって働ける企業風土をつくる

□全社員がお客様・地域社会との良好な信頼関係を築き、業界No１を目指す



店の運営を直営店で１１店舗、再委託店として二次代理店２社で５店舗を運営しています。また、au商
品に加えてドコモ製品の販売を行う併売店・ＰＣサテライト店を直営で９店舗、フランチャイズ店とし
て８店舗運営しています。

これらの事業は、携帯電話端末販売という物販の側面に加えて、通信キャリア（ＫＤＤＩ・ドコモ
等）と一体となった通信インフラの維持・構築の事業でもあります。

＜キャリアと当社の関係図＞
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① ａｕショップ（キャリアショップ） 

平成27年9月1日現在で、当社は直営auショップ11店舗を運営しています。その他に委託5店舗を運営
しています。キャリアショップは、アフターサービスと拡販を目的として運営しています。実際の業務
としては、新規受付、機種変更、料金収納、故障対応などがあります。

auショップの出店にあたっては、内装費や看板・什器類の費用負担、メンテナンス機材の貸与、顧
客の誘導、スタッフ研修等をも含め、キャリアからの支援があります。あくまでもキャリア主導のた
め、代理店側で自由に出店することはできません。なお、キャリアショップでの顧客対応は、代理店
のスタッフとしてではなく、キャリアのスタッフとしての振る舞いが求められます。

auショップの収益構造は携帯電話単体だけでなく、ひかり回線およびＣＡＴＶサービスやアクセサ
リー等の多様なサービス・商品の販売を組み合わせることで採算をとるものに変化しています。

　今後の変化としては、auウォレットマーケットによる物販の取り組みや、電力販売の開始など広範囲
に事業領域が増大していくことが考えられます。

② 携帯電話事業　ＰＣサテライト（併売店）　

当社の併売店であるPCサテライトは、平成27年9月末日現在で、直営8店舗を運営しています。その
他にFC店8店舗を運営しています。併売店とは、複数のキャリア（通信事業者）の携帯電話を取扱い、
新規受付・機種変更の業務に特化したショップです。出店・閉店は、代理店の意思で自由に行なうこ

⇒
千葉県
茨城県

【お客様】【キャリア】 ⇒ 【　１次代理店　-　2次代理店　】 ⇒ 【店舗網】
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とができます。ただし、併売店では、料金収納・故障受付の業務ができません。

「PCサテライト」は、当社のオリジナル屋号で平成８年頃から展開を始めてます。屋号の「ＰＣ」
の意味はパーソナル・コミュニケーションの略です。「サテライト」は、当時キャリアショップの衛星
的な位置付けを意図して名付けました。携帯電話業界の成長期において併売店の存在は、取扱量の多
さが特に重要視されていたこともあって、業界地位の確保という点から大きな役割をはたしてきました。

サテライトがお客様に提供する価値は、立地選定の自由度に加えて、価格の安さ、キャリアの比較
販売ができること、そして手続きの早さなどがあります。

今後の取り組みとしては、一般顧客に対してはモバイルを活用した生活提案を重視し、効果的な店舗
運営・販売ノウハウを発信・提供し、業界をリードしていけるような動き方をしていきたいと考えてい
ます。
＜顧客市場の今後の変化と課題＞
今後も５Ｇ通信の予定やItoO、ロボティスク等モバイルを通した生活進化がより一層進んでいき、
キャリアやメーカーが提供する「価値」とエンドユーザーの「顕在ニーズ」のギャップは起き続けてい
くと予想されます。
当社としては、その「ギャップ」に着目し、エンドユーザーに対して、現状ある様々なサービスの価
値と消費者の「潜在ニーズ」を結びつける事に重きを置いた商売を目指していけば、継続性のある存在
価値が生まれると思われます。
高度経済成長期の時おけるアメリカ式のような模倣すべき存在は、今後よりいっそう無くなる。成
熟社会においてはどんな業界であっても三方良しを築ける本当の１番の企業が創りだす「模範」そのも
のがニーズとなるでしょう。

(2.2)競争認識

携帯電話小売店は、ドコモショップ、auショップなど、携帯電話事業者のブランドを冠したキャリア
ショップと家電量販店やショッピングセンターなどの量販店、そして併売店の３つに大別できます。

auショップの競合は、千葉県内におけるauショップと近隣の併売店や量販店です。対一般消費者にお
いてのシェアは、千葉県内においてauでは一番になっています。（数字掲載？県内独立系代理店？）

競争環境としては、千葉県内のauショップ間での競争が中心となっています。又、ＰＣサテライトの
競合は、近隣の併売店・量販店、各キャリアショップと考えています。会社単位で考えるとショップ運
営をしている県内の各携帯電話販売代理店となります。

又、今後業界をリードしていくという視点から、業界専門のコンサルティング会社もベンチマークの
対象と認識することができます。

当・業界の競争関係は、通常の小売業界にみられるような、販売店側と消費者の関係からくるもの
に加えて、キャリア（通信事業者）の施策が大きく影響してきます。この三つの関係を正しく見極め対
応する力が今後もさらに重要となってきています。

(2.3)経営資源認識

携帯電話の店舗運営をするにあたって最も重要なことは、人材と店舗物件の確保です。これらを活か
すために、ドミナント出店を重視しています。また、組織力を維持・向上させるために諸会合の実施、
ビジョン日報、社内報、スキルチェック・システム、店舗巡回システム等様々な取り組みがあります。
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①人材・組織等による独自ノウハウの蓄積（知的資産）の認識

独自ノウハウについては、人材教育、組織能力発揮の観点から常に研究・更新・蓄積がなされ
ています。以下、現時点での取り組みを箇条書きで示します。

・毎週１回全スタッフを対象とした、「スタッフ研修会」
・毎週１回、入社３か月以内の新人スタッフを対象とした「新人研修会」
・新入社員の教育をサポートする「シスター制度」・店舗スタッフの能力要件を1,000項目以上に
分解した、「スキルチェックシステム」
・資格制度、相対評価、「個人別インセンティブ」を織り込んだ人事・評価制度
・経営幹部とEMとの週に１回以上の個人面談による「エリア週間実行体制」
・EMと店長との週に１回以上の個人面談による「店舗週間実行体制」
・スタッフが毎日業績報告をする「営業日報」
・キャリア指標や収益指標を解りわかりやすいように１枚のシートに集約した「スコアシート」
・各セクション毎の報告業務や情報共有の社内通信インフラを「ハングアウト」で構築
・店舗の運営状態を自主点検する「本社巡回」
・お客様の不満足要因を抽出する「アンケートハガキ」

② 施設・設備・装置など（物的資源）の認識

お客様に価値を提供するための主な設備（資産）は店舗物件と商品在庫になります。平成28年9月末
現在の直営auショップは11店舗、直営サテライトは7店舗になります。

自社所有の店舗は茨城県の店舗1箇所のみで他はすべて賃借になっています。この賃借契約にあたっ
ての保証金や、初期造作費用、什器類設備が資金を長期化する固定資産や償却資産などになっています。

商品在庫に関しては必要な時だけ必要な量を仕入れるということができないため、キャリアの制約
の中で常時1.2～1.5カ月分は保有するようにしています。また、ＦＣ（二次店）に対しては、在庫不足
による売り逃しを避けるためにできるだけ在庫を確保しやすい環境を築いています。平成28年決算書よ
り、総資産約18億6千万円のうち在庫構成比は24.8％になります。

尚、頻繁に行われる研修や諸会合の為の・実籾本社会議室やau勝田台２階に整備したオレンジ端末
を設備した研修ルームの開設や全社員にグーグル法人アカウント（ハングアウトグループ）の設定、又、
店長以上への業務用端末・EM補佐以上へのウルトラブックPCの貸与そしてHPの開設運用等も重要な設
備と認識しています。

③ 財務活動の認識

運転資金等の必要な資金については、内部留保と銀行からの調達でまかなっています。財務上、端末
仕入れ代金は大きなウェイトを占めます。又、現在では持ち株会社を設置してホールディングス制を導
入し資本の安定化を図っています。

④ 主たるビジネス・パートナーの認識

　 当社の主要なビジネスパートナーは、仕入先としてのキャリアが２社（ＫＤＤI・ドコモ）、卸し先
としての販売代理店が２社あります。この関係は、キャリアによって違いがあります。特にキャリアが、
当社に求める要求や期待、また当社が求める要求や期待は、取扱数量の増大とそれに対する販売支援
が中心となります。
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その他のビジネスパートナーとして、ＣＡＴＶ各社との関係、ＳＶ（スーパーバイザー）の派遣会社
と通常派遣会社そして、チラシデザインやＨＰ作成の取引各社との関係も重要となってきています。

３．【変革認識】
----------------------------------------------------------------------------------------------
変革認識当社ビジョンを実現するために3～5年先を目安とした中期の経営課題と数値目標を設定し
ています。この経営課題を着実に達成していくために、組織プロフィールの更新時に現状認識を明らか
にしたうえで、年度目標を設定します。

この年度目標を達成すべく当面の実行項目をauショップとサテライトでそれぞれ策定します。実行項
目は、本社会で３か月ごとに進捗を確認します。進捗と同時にその時の外部環境の変化も見て実行項
目自体の継続性を検討したり、新たに必要な実行項目も検討します。
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４．【組織情報】-------------------------------------------------------------------------------

① 業界地位の目標　 ・ 独立系代理店 全重要指標　県内１位
・ 全店がお客様満足度評価で地域No1になる

② 人作り・店作りの目標 ・ 顧客不満足要因の徹底した解消
・ 職場における衛生要因の遵守
・ 採用・教育・販促等の取組が業界の模範となる

③ 財務の目標 ・

① - - - 千葉10店…新規・多種目偏差値60以上、webｱﾝｹｰﾄ7.5以上
茨城１店…新規・多種目偏差値55以上、webｱﾝｹｰﾄ8.0以上
.

- - -  au  : SA基準達成、機種変更地域シェア前年比1.5倍
ﾄﾞｺﾓ: MB総販売数の地域シェア前年比1.5倍
MVNO: UQmobile地域シェア10％、Umobile月5台/店

② - - - 5S向上を徹底し、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ順守体制をさらに強化する。
新卒採用力の強化を目指し、外向けの告知をﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟする。
管理者研修の充実と、ｽﾀｯﾌ研修用の講師育成で教育を体系化。

- - - 総合的販売力強化と、おしゃれな空間・店作り

③ - - - MNPｲﾍﾞﾝﾄ定期開催、外国人向け販路確立,予約制度運用の安定化
- - - 販売促進活動強化による集客向上

④ - - - - - - - - 営業利益　1.5億円以上
注：年度目標は四半期ごとに環境の変化を見ながら見直しをしています。

事業承継に伴う資本の安定化

＜第３２期　年度目標＞田中電子株式会社 h28.7.1-h29.6.30

＜中 期 経 営 課 題＞
全スタッフで地域1番店を実現し、独立系代理店で関東一位（日本一）になる

田中電子株式会社 期限：～h30.6.30

業界地位の目標 【au】

【PC】

人作り・店づく

販売活動の目標 【au】
【PC】

財 務 の 目 標

【au】

【PC】
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① おもな事業所・拠点の所在地、及び事業を展開している地域
本社所在地 千葉県習志野市実籾4-34-10

②社員数と平均勤続年数の推移
a、直接雇用の社員（親会社・ＴＮＫネットワーク（株）含む）

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
16 0 16 0 17 0 17 0 21 0
22 49 29 49 30 46 38 39 47 36
4 17 4 7 4 4 12 9 6 12
3 13 3 15 2 14 2 14 1 14

12 8 10 11 9 8 10 8 9 10
14 16 17 10 15 12 17 10 15 10
19 55 25 50 29 44 42 44 51 42

ｂ、社外スタッフ（派遣社員）の人数推移

③財務データ

④販売データ（取引先区分を含む）
a、販売ルート別の取扱数量

b、キャリア別取扱高

h27年6月末
0
4
4

h27年6月末
13,304,199 

205,573 
1,705,586 

793,290 

135

90,685 
キャリア 第２７期 第２８期 第２９期

その他 3,013 1,877 1,739 
ドコモ 39,079 24,751 16,620 

ａｕ（ＫＤＤＩ）

110,567 

第３０期
94,628 

ＦＣ  ＆
取次店 Ａ社 11,272 13,037 12,654 

136,906 115,264 109,044 

94,814 88,636 

35,102 
11,176 

110,567 

14,385 

28,568 23,162 18,602 

I 社・他 49,225 33,787 31,667 

136,906 115,264 109,044 

ａｕショップ 47,841 45,278 
15,068 
49,221 

店舗区分 第２７期 第２８期 第２９期

1,529,905 
自己（総）資本 千円 597,766 588,612 687,421 
総資産 千円 1,342,726 1,452,075 

第３０期

営業利益 千円 102,763 79,403 167,683 
売上高 千円 10,699,952 12,045,756 

251,628 

h24年6月末 h25年6月末 h26年6月末
12,213,286 

合計 18 13 17

h28年6月末
13,841,705 

総社員数（a+b) 142 136 134 144

ａｕショップ 14 12 14

124

配属 PCサテライト 4 1 3
h24年6月末 h25年6月末 h26年6月末

4.90 123 4.90 117 6.30合計

11.5
PCサテライト 5.8 6.7 7.9配属
本社・他 9.8 10.7

4.5
137 6.18

12.7
8.3
4.2

131 6.23

社員区分
パート 7.7

ａｕショップ 3.6 3.8

契約 1.6 2.7
一般職

14.0
4.7
2.0

10.8
3.8

8.2 9.5

12.9
4.3 4.0 4.4

総合職 11.0 12.0

勤続
年数

勤続
年数

勤続
年数

12.0
4.7

h24年6月末 h25年6月末 h26年6月末 h27年6月末
勤続
年数

4
合計出店数（平成２８年９月末日現在） 15 1 16 32

取次店（auのみ卸し） A社 埼玉県近郊 1 3

区分
h28年6月末

勤続
年数

18
FC店（フランチャイズ） I社 神奈川県西部 8 2 10

直営店舗 当社 千葉県近郊 7 11

代理店区分 代理店名 店舗所在地
併売拠点 au

ショップ 合計PC
サテライト

その他
の屋号

2.0
11.4
11.7
9.9
4.1

h28年6月末
0
7
7

1,869,699 
921,780 

1,290 
114,315 

第３１期

第３１期

13,038 
53,166 
32,393 
15,718 

114,315 

100,433 
12,592 

46,121 直営 PCサテライト

合計

合計
1,554 
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⑤組織構成概要

8 店
2 店
1 店
3 店

経営幹部(取締役）

店 A社 au取次店
auｼｮｯﾌﾟ直営店 7 店 直営店 11

販売管理
物流管理

ＰＣサテライト auショップ I社 PCｻﾃﾗｲﾄ
auｼｮｯﾌﾟ

統括 統括 統括

サテライト　エリアマネージャー auショップ　エリアマネージャー ＦＣ・取次店

- - - - -

販売事務 広告宣伝

平成２８年１０月１日現在

本社会

ＣＳ推進
運営監査

-

総務 Ⅱ
ＥＳ
委員会

-

総 務 Ⅰ

-

メガネ事業部

サテライト メガネ店

-

経営品質
推進室研修

-

人事
販促企画

-

店舗設備
メンテ

-

キャリア担当
au docomo

経理 労務
- -
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カテゴリー１　リーダーシップ
【１.１】　経営幹部のリーダーシップ
経営者として今後とも変えてはならないことは、
「社業を通して心を育て、豊かで健全な社会の発展に貢献する」

　 という当社の基本理念です。この基本理念をさらに理解しやすくするために10項目にわたる「行動
規範」を用意しています。社会人、企業人として倫理を重視することで組織全体の社会的な価値を高め
ることができると考えます。 

���

＜＜企業価値観を浸透させるプロセス＞＞

価値観の浸透を図る方法として最初に行なったことは、ビジョンの策定を全社員参画で実施するこ
とです。参加するのではなく参画することで、より深く価値浸透につながると考えました。また、全社
員がビジョン達成のために自分自身がどんな行動をしたのかをビジョン日報（通称、日報）に記入し
本社に提出しています。

常に当社の基本理念・ビジョンを認識しながら、自分の行動を振り返り翌日につなげるように考え
ることで価値観の浸透を図っています。このビジョン日報の役割は、経営幹部・本社（本部）とスタッ
フ（現場）とのコミュニケーション・ツールのひとつにもなっています。

その内容として、①企業価値観の浸透を目的とした、前記・行動規範の書写、②同様に、当・経営
品質アセスメント報告書」を分割して読込んでの感想記入、を継続しています。尚、日報の活用として
は、③スタッフを通しての「お客様の声」収集、④法令順守項目の確認作業なども、並行して組み込ん
で実施しています。

＜行動規範＞
１、事業の目的（方向性）を共有する！！

２、お客様第一に考える！！

３、社員満足とは！！

４、目標を明確にする！！

５、強烈な願望を心に抱く！！

６、地道な仕事を一歩一歩堅実に、たゆまぬ努力を続ける！！

７、向上心を育てる！！

８、正義・勇気・正直・誠実・感謝の心を持つ！！

９、皆で協力しあう！！

１０、礼節を守る！！

我々は、常に自己啓発に取り組みたゆまぬ成長をして、夢と希望を抱き、素直な心ですべてのものを受け入れる姿勢で取り組む。

我々は、人間として正しい考え方を理解しているだけでなく、一身に体し、いついかなるときも自己を厳しく律し、かつ真摯に臨もう
とする強い意志を持って、正義・勇気・正直・誠実・感謝の心など、基本的な倫理観を大切にして、仕事にあたる。

社員一人一人には、チームワークと幅広い協力を導く役目がある。

「あいさつ」や言葉使いを始めとした、礼儀・礼節をわきまえ、社会人として恥ずかしくない人格を身に付けていく。

我々は、【社業を通して心を育て、より豊かで健全な社会の発展に貢献する】を事業の目的とし、共有していく。誰からも受け入れ
られ、意欲を高めていける共通の目的を持ち、それを動機として共に成長し、継続した成功を目指す。

我々は、お客様第一に考え、信頼を得ることで、事業の発展を目指す。お客様に対しては、一つひとつ信用を積み重ねることで揺
るぎない信頼を得られるよう努める。

妥協のない顧客満足を追求し、社会に貢献することが我々一人一人の社員満足である。

我々は、目標を一つひとつ達成することで自信を得られ、更に意欲を次の段階へと高められる、強い願望に基づいた具体的で明
確な目標を設定していく。

我々は、心底からその達成を思い描くほどの強く持続した願望を抱く。いかに困難な状況に陥っても、強烈な願望を心に描き、そ
の実現を心から信じることによって成就させていく。

日々の努力が生む小さな成果は、さらなる努力を生み出す原動力となり、より大きな結果をもたらす。我々は、偉大なことは最初
からできるものではないと心得、地道な努力を営々と続けていく。
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また、日報以外で価値観を浸透させる方法として、経営幹部とスタッフとの対話に着眼しており、①
新入社員の入社手続きの際における面談時、②本社で行う諸会合の折、③社員旅行でのコミュニケー
ション、なども有効に機能しています。

又、平成１８年６月より発刊した社内報、さらに平成２６年８月よりスタートした常務主催による
スタッフ研修会は、スキルアップのみならず、企業価値観の浸透に強い影響をおよぼしています。

　 顧客・地域社会等に対しては、ＨＰの会社案内で、経営価値観や活動成果を伝えています。特に
HPには前年作成した経営品質報告書をすべて公開しています。

＜＜当社の改善サイクル＞＞

当社は、様々な取り組みに対してPDCAサイクルを独自の解釈で作成した改善サイクルのフレームに
埋め込んでいます。それが下記表になります。

���
＜＜意思決定のプロセス＞＞

当社における意思決定の基本的なプロセスは、①本社会で審議・承認する手順と②稟議制度（平成１
８年１月２８日付けで制定）があります。稟議制度は、日常的な意思決定を会議によらずに透明性の確
保、迅速さ（小額の場合）、決定事項の情報共有のため等に有効に機能しています。

企業価値観の浸透を 社員アンケートで把握します。 （注：加重平均で集計します。）

『コメント』・・・企業価値観の浸透については、本調査方法では良好と判断できます。

70%

80%

90%

100%

h16.08

        11

h17.02

        08

h18.02

        08

h19.02

        08

h20.02

        08

h21.02

        08

h22.02

        08

h23.02

        08

h24.02

        08

h25.02

        08

h26.02

        08

h27.02

        08

h28.02

        08

【企業価値観の浸透について】

理念・ﾋ゙ ｼ゙ ｮﾝ理解度：目標＝９５％以上
理念・ﾋ゙ ｼ゙ ｮﾝ共感度：目標＝９０％以上
行動規範の理解度：目標＝８０％以上

日計システム
ﾄ゙ ﾛｯﾌ゚ ﾎ゙ ｯｸｽ（DP）

tnk戦略システム
報告書レビュー

C1=活動目標に対しての進捗Ｃｈｅｃｋ（実行計画どおりの活動であるかのチェック）
C2=本来の目的に対しての有効性の把握（目的と現状のギャップ）

（C1チェック）
ＣＨＥＣＫ（監査）

有効性検出 （C2チェック）

計画修正
Ａ2ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 本社会・（EM会）・等

＜当社改善サイクル＞ 行動修正
A1ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

（EM会）・店長会・等

ＰＬＡＮ  or Program
（実行計画）（基準・手順）

（監査計画）
ＤＯ（実行）

活動誤差検出
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特に、この稟議制度では各店舗が独自に行なう販促活動の企画が申請されたり、各店舗での士気高揚
のための懇親会などの費用も申請するケースもあります。このように現場の意見を吸い上げていく仕組
みとして自由闊達な風土作りの担い手となっています。

又、近年では事業承継に連動して常務同席のＥＭ会や各プロジェクトの決裁権も強化してきており、
販売促進や人事関連について迅速な対応ができるようになってきています。さらに、昨年より立ち上げ
た社内SNSの導入により、意思決定の速度が格段と向上しています。

���

＜＜社内コミュニケーションの向上＞＞

社内コミュニケーションについても、職場単位での個々の会話や諸会合、朝礼、スマホの活用等が
基本ですが、前述のSNSの立ち上げが高品質で迅速な意思疎通に大きく寄与しています。
又、社内コミュニケーションを円滑にするためにＥＳ委員会の活動の一環として「部活動」を立ち
上げています。野球部・釣り部・バスケットボール部・テニス部等が活発に活動しています。（cat ４．
１参照）
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カテゴリー２　社会的責任
【2.1】　社会的責任に関する取り組み
「社会的責任への対応」については、①「社会からの要請事項」と②「社会に対する貢献」の２つ
でとらえています。

① 「社会からの要請事項」

「社会からの要請事項」に関しては、1 .コンプライアンス（法令）遵守、2 .倫理規定（遵守事項）で
す。特に携帯電話販売に関する法令としては、1-1.個人情報保護法、1-2.携帯電話不正利用防止法、1-3.

電気通信事業法、1-4.消費者保護法、1-5.割賦販売法対策　を基本に取り組んでいます。

＜実際の活動紹介＞
　当社としての取り組み
a) 対応規準書の作成と遵守率の把握で、平成１８年５月より、スタッフのスキル習得必須項目となっ
ており、スキル・チェック・システム（cat4.2参照）に組み込んでいます。

b) 本社在籍のメンバーによる店舗巡回(cat6.2参照）での視覚上と帳票類のチェックです。
c) 店舗内の当社スタッフに個人情報取扱ハンドブックを個人ごとに配付して常時、重要事項を確認で
きるようにしています。新入社員に対しては、入社時における研修でこのハンドブックの内容説明
を担当者が実施します。

d) ハンドブックの抜粋事項の「情報漏洩撲滅の心得」「コンプライアンスケーススタディ」などを日
報で書写する機会も設けています。そして、年1回は担当者から情報漏洩に関する課題を出すよう
にしています。

法令については納税、労務も含めて、解釈に困る問題については各顧問の税理士、労務士、弁護士に
相談をして解決しています。

���

新入社員の入社手続きの際には、研修資料の中に当社独自で作成したごく基本的な社会人のルール
１４項目を「遵守事項」としてを説明します。

１、労務（雇用条件の遵守）　
２、ハラスメント禁止の遵守
３、横領、着服など不正行為禁止の遵守
４、会社の法令遵守に対する全体的印象

目標はＴＯＰ１比で８０％以上とします。

（回答方法：5=出来ている<TOP1>、4=あらかた出来てい
る、3=どちらともいえない、2=ややできていない、1=できて
いない）

『コメント』・・・ハラスメント対策をさらに強化
していく必要があります。

当社の法令遵守に対する姿勢の良し悪しを、社員による評価で行ないます。

質問：
以下の各項目について、遵守できている
か否か、回答する。

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

h21.02
        08
h22.02
        08
h23.02
        08
h24.02
        08
h25.02
        08
h26.02
        08
h27.02
        08
h28.02
        08

法令遵守の店長評価 目標＝８０％以上

労務 ハラスメント
不正行為 全体的
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＜cat1.2-①＞課題と今後の取組み

① 「情報漏洩事故への対応」：バックヤードの整理整頓の改善サイクルを監査チームを導入して
強化する。

② 「ハラスメント撲滅への取組」：後輩や部下に対して「威張る」のを禁止する。言葉遣いに気
をつけて、けっして人を軽んじない、品格のある風土を目指す。

③ 「内部通報の窓口を開設」：全社員が安心して通報できるHOTラインを作り、自浄作用を強化
する。

②「社会に対する貢献」

　 「社会に対する貢献」に関しては、1.「納税・雇用・顧客価値の提供」を基本とした本業としての
営利活動、2.身の丈に応じたボランティア、寄付、協賛、環境問題対応等の非営利活動、3.貢献意識
を醸成する為の活動・・・と考えています。特に、店舗展開において高い顧客シェアを目指す場合、
地域社会がそのまま顧客であると認識しています。

次のような活動を実施しています。　　　　　

地域貢献の一環として習志野商工会議所主催で行なわれる「先端ものづくりチャレンジ　in  習志野」
というイベントに協力しています。これは、千葉工業大学・工学部・未来ロボティクス学科の教授や学

＜遵守事項＞
業務上の指示命令に従い、事故の業務に専念し互いに協力して作業能力の向上に務める
法令や社会のルールを守り、公正な業務活動をおこなうこと
取引先からの過度な接待、金品の授受を行わないこと
約束した内容、期日は守ること
仕事で失敗したら、すぐに上司に報告・相談すること
会社、上司、同僚に嘘をつかないこと
欠勤、遅刻、早退、外出などをするは、必ず事前に所属長まで届け出ること（やむ得ない場合は事後報告のこと）
身体的な特徴による差別や性的嫌がらせを行わないこと
仕事上知り得た情報や機密事項は、在職中はもちろんのこと、退職後も厳守すること
公私を問わず、飲酒運転は絶対に行わないこと
整理整頓、清掃を行い、美化に努めること
電話対応エチケットを守り、「笑顔で」電話を取ること

自分の身だしなみには誇りを持ち、細心の注意を払い社員一人ひとり、会社の身だしなみ基準に従うこと

１１、
１２、
１３、

１４、

笑顔であいさつ「いつも笑顔で」いつも積極的にお客様にも、社員同士でも、必ずきちんとした言葉使いであいさつをすること
（「おはようございます」「かしこまりました」「ありがとうございます」など）

５、
６、
７、
８、
９、
１０、

１、
２、
３、
４、
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③

活動区分 活動内容
当
社
・
社
会
貢
献
の
取
組

① 営利活動
納税による貢献 - - -

雇用（躾）による貢献 - - -

業務遂行による貢献 - - -

PTA寄付金
一般の貢献 身障者サッカー寄付金 全国暴力団追放運動推進センター協賛金
環境への貢献

② 非営利活動
地域への貢献 近隣清掃 ロボテクス研究会

不要端末回収 太陽光発電（au潮来）
貢献意識の醸成 スタッフ会等 宅御講（聞く力）



生を中心にロボットを通じて習志野を「モノづくりの町」にしようという目的で開催されます。今後も、
できる限り継続して行きたいと考えています。

「環境問題への対応」については、各店舗で「使わなくなった古い携帯電話本体の回収」があります。
携帯電話の貴重な金属資源を再生しリサイクルを進めるキャリアの取組に協力しています。

���
また、平成２５年１月にauショップ潮来の店舗の屋根に太陽光パネルを設置しました。地域におけ
る電力不足の一助になると考えています。

貢献意識の醸成については、その前提となる他を思いやる「心を育てる」ため、隔月で寺院の住職
に宅御講（法話を依頼しています。希望する社員は自由に参加できます。そして、スタッフが集まるロー
プレ研修会（cat4.1））で年1回程度、「社会要請」「社会貢献」についてグループで討議する機会を設
けています。

＜cat1.2-②＞課題と今後の取組み

高齢者・障害者との協業について

環境問題の取組みについては、意識調査を社員アンケートのＴＯＰ２比でみています

 質問Ａ：
あなた個人の姿勢として「環境問題」へ
の取組みがあると思いますか

質問Ｂ：
あなたの目から会社は、「環境問題」へ
の取組みがあると思いますか

（回答方法：5=ある、4=ややある、3=どちらともい
えない、2=あまりない、1=ない）

50%

60%

70%

80%

90%

h19.09
h20.02
        08
h21.02
        08
h22.02
        08
h23.02
        08
h24.02
        08
h25.02
        08
h26.02
        08
h27.02
        08
h28.02
        08

環境問題の意識調査 TOP2比の推移
個人の取組
会社の取組
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カテゴリー３　戦略計画

【３．１】　戦略の策定プロセス
　 当社における戦略の策定とは　 ①「経営課題と数値目標の設定」、②「年度目標の設定」、③「主
要な実行項目の抽出」で構成していると定義します。これらは本社会で組織プロフィール(変革認識）
の見直しのときに集中して行ないます。この時、目標の設定や実行項目の見直しなどは四半期ごと、場
合によっては月次でも素早く見直すようにしています。

① 「経営課題と数値目標の設定」　は、ビジョンに向かっている様子を可視化する指標で「お客の視
点」、「競争の視点」、「経営資源の視点」から考察して本社会で設定しています。この経営課題
は、ビジョンを実現するために、３～５年先を目安に達成するものと位置付けています。（組織プ
ロフィール：中期経営課題参照）

② 年度目標の設定」　 は中期達成指標(前記）と各・実行項目間の整合性を保つために、顧客認識、
競争認識、経営資源の認識から現状を把握して、その見直しのタイミングに合わせてあらかじめ設
定しておきます。（組織プロフィール：年度目標参照）

③「主要な実行項目」　は、先の年間達成指標を実現するための活動を表しています。この実行項目を
効率よく抽出するために、「店作り関連」、「人作り関連」、「販促活動関連」、「ビジネス・パー
トナー関連」、「その他」の切り口を用意しています。「その他」に関しては、その時の必要に応じて
随時入れ替えて考察します。

現場での成功事例や工夫・アイディアを戦略に反映させる為には、これらのことが戦略を策定する本
社会メンバーに伝わることが重要であり、そのために実施している有効な取り組みは、

a) 直属の上司（個人）を通して伝えられる
b) 日報や各社員アンケート調査等から本社会（組織）で把握する。
c) 本社会メンバーによる店舗巡回で、現場の状況や生の声を把握する
d) ＳＮＳでの伝達によるもの
e) スタッフ研修時の直接対話によるもの
f) 各店作成の販売手法・ツール等の共有化システム・・・・・・・・・・・などがあります。

情報収集に関しては、経営幹部が直接収集するのが基本です。これ以外に、日計システムをはじめと
して、各種のツールを活用して収集・分析しています。

　当社における大きなリスクは、業務上の顧客情報漏洩とコンプライス違反です。すでに実施している
ことでは、「情報漏洩の心得」「コンプライアンス・ケーススタディ」という当社で数項目に文章化し
たものがあるので、認識を高めるために日報での書写を行っています。

リスクマネジメントは、保険で対応することを基本とし、年1回「各種保険の見直し」を経営幹部と
担当者（総務）で行っています。
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【３．２】　戦略の展開プロセス
戦略の展開は、日常的には直属の上司と部下の間のコミュニケーションの中で行われていると捉えて
いますが、あいまいな表現による理解の不一致や言い忘れ・聞き忘れ等による伝達品質の低下をサポー
トするために、可能な範囲で可視化を試みています。

戦略の展開における＜展開＞とは、①「主要な実行計画の策定・修正」、②「目標の設定と割り
振り（ブレイクダウン）」、③「現場への実行方法の伝達・浸透」 の３つの意味を含むものと定義
しています。

① 主要な実行計画の策定方法」　は、次の手順で行なっています。
-1 ,戦略の策定で抽出した各・実行項目について、本社会に図りながら項目と概要及び担当者を設
定します。尚、auショップに関するものはauマネージャー会で、pcサテライトに関するものは
pcマネージャー会で、全体に関するものは本社会で策定しています。

-2,任命された担当者は、活動方法とチェック方法を作成します。
-3,本社会で承認を得てから実施
-4,四半期ごとに活動進捗・活動結果から実行項目の見直しをします。

②「目標の設定と割り振り」　 については、販売数量の目標・店作り目標・スキル習得の目標などが
中心になっています。　 販売数量については、本社・キャリア担当が全社(ａｕショップ・ｐｃサテラ
イト）目標とルート別・店舗別の目標原案を作成します。さらにサテライトはキャリアの設定するヘル
パー支援目標を組み込みます。auショップは、販売の質をみるためにauによる評価システムがあるので
各店長が毎月の目標を設定しています。

③ 「現場への実行方法の伝達・浸透」　 は、組織構造（マネージャー⇒店長⇒スタッフ）によるもの
と、業務連絡によるものがあります。この他には月１回行われるａｕ店長会・ｐｃサテライト店長
会などで伝達を行う場合もあります。さらに毎週実施しているスタッフ研修会で店長以外のスタッ
フにも直接伝達することができ、ＳＮＳでの共有も行っていますので浸透度合いはより深まってい
ます。

　各実行計画の進捗把握は、店長会で行うとともに、ＳＮＳを活用してリアルタイムで確認できるよう
にしています。

���

��� ページ16



��� ページ17



カテゴリー４　組織と個人の能力向上
【cat ４.１】　組織的能力の向上

当社の店舗網は、auショップとＰＣサテライトがあります。
a uショップは店舗ごとに店長と副店長および一部店舗ではチーフスタッフを配置し、数店舗を掌握
するエリアマネージャーと全体を統括する統括マネージャーを設定しています。サテライトは店舗ごと
に店長を配置し、さらに数店舗を管理するマネージャーとサテライト全体を統括する統括マネージャー
を設定しています。
　社内協働を推進するために、①スタッフ研修会　②au店長会　③サテライト店長会　④サテライト・
マネージャー会　⑥本社会　などの会合を開催しています。特に、本年に入ってからは、常務の主催で
⑤auエリアマネージャー会や店長・マネージャーの個別面談も頻繁に行われています。

① ＜スタッフ研修会＞：auショップスタッフを６～７グループに分けて（副店長・チーフスタッフで
２～３グループ、スタッフで4グループ）毎週月曜日の午前中に1グループごと本社に集合します。
常務が中心となって営業施策に沿ったロープレ研修を実施します。

② ＜au店長会＞：au店長会は毎月１回開催しています。当月の営業施策、各店の問題点等を報告し、
解決策などを討議します。

③ ＜サテライト店長会＞：サテライト店長会は毎月１回、開催しています。主にサテライトのマネー
ジャーが中心となって勉強会を行なっています。「ランチェスター戦略」「「経営品質」に関して
の勉強をしています。

④ ＜サテライト・マネージャー会＞：サテライト・マネージャー会は、月2回開催しています。マネー
ジャーとしての能力向上のために「ランチェスター戦略」やＣＱＡセミナーにすでに参加したマネー
ジャーが中心となって「経営品質」の勉強会を行ないます。

⑤ ＜auエリアマネージャー会＞：週１回の頻度で開催し、進捗とau施策の把握・販促企画の立案・着
地目標の設定等を行うチームになっています。

⑥ ＜本社会＞：本社会は平成１６年１２月より開始しており、統括マネージャーと本社関係スタッフ
を中心に８～９人で構成しています。開催日は週２回、月曜日と金曜日に組み込んでいますが、必
要があれば延長や臨時開催もします。　この本社会は、重要な施策に関すること、各事業部の人事
に関すること、営業実績の進捗確認、ＪＱＡ報告書の見直し（修正）などを行い、会社運営の中
枢を担っています。

上記会合の他に平成24年2月より入社半年以内
を目安にして新入社員の「同期会」を実施してい
ます。同じ時期に入社した社員同士の情報交換の
場として活用しています。

　　���
���

「組織内の協働」については、社員アンケート「当社
はチームワーク、信頼関係があると思いますか」で
みる。
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諸会合以外には、組織内の相互コミュニケーションを円滑にすることを主な目的として、社内
報を平成１８年６月より発刊しています。この社内報は、日報やアンケートはがきなどからスタッ
フが直接お客様からいただいた喜びの声・感謝の声・不満や苦情などを掲載し、また、毎月の部
活動の予定や活動報告、社内行事の紹介等で福利厚生の面と業界情報や自己啓発の内容の記事な
ども掲載します。

　
ス
タ
ッ
フ
の
採
用
方
法
は
、
①

求人誌に掲載　②派遣会社からの紹介予定派遣　③学校からの紹介　④新卒者対応　等があります。

採用基準については、面接担当者による人柄判断と、勤務条件の確認、及び独自のテストで選定し
ます。応募者は可能な範囲で多くの社員（経営幹部含む）が面接するように心がけ、不十分さを感じた
ときは、２次面接も行います。面接担当者は、所定の評価シートにそって、記入していきます。最終決
定は、このシートをもとに社長が決裁します。

　人材配置については、基本的にマネージャーと店長で考えています。配置換えのときは、必ず稟議書
を作成して社長の承認を取り配置の管理をしています。また、経営幹部が強く配置換えの必要性を感じ
たとき、関係者との話し合いを持ち、意図を説明し実施するようにしています。

　 社員が自主的に行動できる環境づく
りとして稟議制度を用意しています。こ
の稟議制度において社員の自由な意見や
発想が経営幹部まで広く伝わり、意思
統一が図りやすくなっています。

　 本年に入って、S N Sの「ハングアウ
ト」が起動してきており、社内コミュニ
ケーションの強化とともに、一部では
稟議の内容を代行することも可能になっ
てきています。 ���  

社員の満足・不満足は、直属の上司が日常の業務のなかで把握するのが基本と考えます。この把握さ
れた内容の正確さを裏づける方法として、日報の記述や各労務・勤怠データ、そして社員アンケートの
活用があげられます。
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苦情対応（cat 5.2参照) お客対応報告書

情報源3 社内行事
（ES委員会

社員

社内報

月１回
発行

社内報感想

→ 集
約 情報源１ 社内報編集局１週間の感想

お客の声

改善事例

日報
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
au店長
日報

（ｼｽﾃﾑ･ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ）
JQA読込感想

→

＜社内報＞の配信

社内報の発行・改善サイクル



　満足・不満足の要因抽出は、衛生要因による必要条件の視点、動機付けとしての十分条件の視点で
捉えています。特に会社としては衛生要因に関してしっかりと満たしていくことが重要と考えています。

社員アンケートの調査項目で、衛生要因（不満足要因）に関するものは「会社の方向性」「クリン
ネス」「休息」「休暇」等です。満足要因に関しては「能力発揮」「参画意識」「権限委譲」「自由な
発言」「チームワーク」等の質問を用意しています。また、主要な業務プロセスの評価も重視していま
す。総合的な満足度を把握するためには、「半年前と比べての良化度」で行なって推移をとっています。

　
職場の安全管理に関しては、取組内容の見直し
を、年１回本社会にて行なっています。現在実施
している主要な取組は、防災管理の強化で、対応
基準に沿って各拠点ごとにチェックリストを用意
し、毎日の確認時に記入するようにしています。

「安全性」への認識は社員アンケート結果から抽出し、
８０％超えを目標としています。

���

福利厚生に関する特徴的なこととして社内コミュニケーションの活性化を主な目的として、ES委員
会の設置があります。　 社員は、ES委員会の会員と位置付けて毎月会費を支払います。その会費と会
社からの援助をもとにイベントを企画し運営する仕組みになっています。主なイベントとしては社員旅
行、年末の忘年会等があり、社員の企画するイベントにもできる限り対応しています。

　この他には、課外活動（部活動）があります。現在は、釣り部・野球部・バスケット部・卓球部・テ
ニス部があり、活発に活動しています。

���

＜cat4.1 ＞課題と今後の取組み　

a, ES委員会の取り組みを総合的に評価します。

c,

d, 部活動について、全体として評価します。本調査
はh26.08より開始しています。

b, 「社員旅行」の必要性を評価します。
「社員アンケート自体の有効性」を評価します。
本調査は、必要性が明らかな為、h26.02で終了
しました。

『コメント』・・・４つの指標に強い相関がみられます。
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ＥＳ各種取組の必要性評価
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auショップの店長は、自店スタッフに対して個人面談を実施する。四半期に１回もしくは毎月１回を
目標とし、定型シートによる実績やコンプライアンス、ストレスチェック等を行っていく。

【cat ４.２】　個人の能力向上

店舗スタッフの能力要件は、接客、協働、業務の３つに区分しています。

　 スタッフがこの能力を習得する方法は、ＯJTが基本となっており、これをサポートするために、＜
スキルチェックシステム＞を用意しています。

平成１６年１０月に初期型スキルチェックシートが開発されて以来、改良が繰り返され、評価基準
を織り込んで現在にいたります。

＜スキルチェックシステムの紹介＞　

① 店舗スタッフの能力要件は、１：接客、２：協働、３：業務に大分類され、チェック・シートに記
載しています。この中で接客項目は比重が一番重く、判定方法にはそれぞれの小項目に評価基準(能
力要件）を用意しています。

② 店舗スタッフは、四半期毎にこのシートにセルフチェックをして店長に提出します。店長はスタッ
フの記載内容を確認し、直属上司の評価確認を経て本社へ提出します。店長の能力要件は、プロセ
スの視点、業績の視点で分類されています。判定方法には評価基準(能力要件）を用意しています。

③ 提出されたシートは、マネージャー・店長がチェックをして合議判定をします。そして最終評価を
決定し、人事考課（総務）に提出します。　

④ 人事考課では、最終評価結果のレポートを作成し、直属上司が本人へフィードバックします。　　

⑤ スキル・チェック項目のメンテナンスは、機種の入替りや業務内容の変化が激しいため各部門から
代表者が四半期毎に作業をしています。
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＜店長スキルチェック・評価基準＞

　店長の能力要件もスキルチェックシステムのなかに織り込まれています。スタッフとは別欄にチェッ
ク項目を用意し、評価基準は職務能力と業績とします。

　 職務能力について、①査定能力②労務管理③業績管理④教育能力⑤売価決定・収益性⑥競合把握⑦
プロセス改善能力・遵守能力の項目があります。

ＯＪ
Ｔ

　本社会等
による

システム評価

評価の
合議判定

人事考課
資格手当

システム構築

部門代表による項
目チェックスキルチェック

システム
運用
＜ＤＯ＞

システム
修正

＜スキルチェック・システム＞のイメージ図 修正・変更
四半期単位

初動体制
スキルチェック

人事考課
資格手当

評価の合議判定ＯＪＴ自己学習
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　 auショップの業績は、「auショップ総合指標」、「多種目販売シート」と「最終収益」の結果が評
価対象になります。サテライトの業績は、①総販売数②auの新規販売数③最終収益の３項目でそれぞれ
の目標達成率で評価します。
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＜その他のスタッフのスキル習得について＞

① スタッフ研修会（cat4.1参照）・・・毎週月曜日の午前中、auショップスタッフをグループ分けして
1グループごとにロープレ・販促等の研修を常務が中心となって行います。

② 本社の総務・・・主要な業務項目で簡易なスキルマップを作成し現状の能力を把握するようにして
います。

③ 新入社員・・・入社時研修として、入社手続き後に研修を実施しています。研修内容は、経営品質
報告書の「組織プロフィール」の説明、コンプライアンスに関連する説明、労務関連での重要事項
の説明で構成しています。　

配属後の新人研修の方法は、ＯＪＴが基本となっています。特にauショップでは独自のＯＪＴシステ
ムとして「シスター制度」を考案し実施しています。この「シスター制度」は、勤続年数１年から３年
程度の先輩スタッフを「シスター」として選び、新人スタッフひとりに対して「シスター」をメインと
サブの２名を決定します。メインシスターが休日の場合は、サブシスターが対応するようにします。
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「シスター」は、新人スタッフと常に一緒に行動し、実務の指導を始め、職場生活上の相談役も担
います。「シスター制度」は、基本的に入社して約３カ月間をこの期間にあて、習得状況を把握するた
めに新人用スキルチェックシートを毎月１回行ないます。このスキルチェックの結果を経過報告書とし
て本社に提出します。「シスター制度」の最終月には、経過報告書に店長のコメントを記入し最終確認
とします。

この「シスター制度」の活用で新人スタッフの業務の早期習得とシスターに任命されたスタッフが
新人に指導することで業務の確認および定着することができます。また、auショップ用としてキャリア
が行なっている研修は、新人研修（OFFJT）・各スキルアップ研修・店長研修・専用資格制度などがあ
ります。
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社員への動機付けとしては査定評価があります。店舗スタッフの査定評価は、年４回のスキルチェッ
クシステム（上記参照）によって連動して出力されます。評価結果によって上級、中級、初級の資格を
取得することができ、資格手当が支給されます。また、評価結果は３桁（例：SBA,BBA・・・）で記
録され、人事考課資料となります。尚、スキルチェックシステム対象外のパート社員に関しては、年1

回（３月）の人事による簡易査定を実施しています。さらにauショップスタッフは、キャリア主催の各
種資格を取得することができます。

マネージャー以上の査定は、相互順位評価を年４回おこないます。この結果を参考にして、取締役で
最終合議をとり相対評価を決定します。マネージャー以上のフィードバックレポートは、相互に全対象
者が「良い点」・「改善提言」のレポートを作成いたします。本人には、必要に応じて参考意見として
開示するようにしています。

＜cat4.2＞課題と今後の取組み

auショップ店長の教育システムを当社独自に開発・構築を目指すが、まずは社外の機関で新任店長向
けの講習を受けることを検討する。 

「新入社員研修」を入社時研修とシスター制度
について評価する。

「研修等による能力開発機会」
について社員アンケートで評価する。
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カテゴリー５　顧客・市場理解のプロセス
【cat ５.１】顧客・市場の理解

a uショップ運営における顧客・市場は、あくまでも代理店業であることから、キャリア（ＫＤＤ
Ｉ）の事業方針を通して理解していくことが大前提となります。以前は、携帯電話端末の新規販売総数
が主要であり、自社店舗網のドミナント化を重視した宣伝効果を上げていましたが、近年では多種目
販売指標なる達成すべき種々の項目が提示されており、総合指標（新規販売数）と共に最重要な取り
組みになっています。そして総合指標と多種目販売指標は、関東内の代理店で偏差値化されて、キャリ
アからインセンティブを伴って評価がなされます。よって顧客・市場の理解のためには、キャリアの要
望する総合指標と多種目販売指標をいかに上昇させるかという視点を中心に置き、これと地域顧客の
ニーズをいかにジョイントしていくかを考えていく必要があります。

その方法として①実績を含めた広範囲での情報入手、②店長会で当月の進捗確認と対応策の検討、
③有効な接客（セールストーク）ツールを考察・開発するプロジェクトが稼働しています。

ＰＣサテライト運営における顧客・市場を理解するには、キャリアショップの苦手とすることに着
眼するのが効果的と考えます。ＰＣサテライト店は、店舗ごとに競合関係が異なるため、各店が適切
な販売促進方法を策定していく必要があります。

特に、キャリアショップでの不満足な内容をよく把握して、待ち時間、十分なサービス、自由度の
高い関連商品の取り扱い、店舗の立地選定、キャリア間の比較販売、セット販売の自由度が高いなど
に着眼し地域顧客のニーズを理解していくことが重要です。そのために、マネージャーや店長が定期的
に集まりランチェスター戦略・ＳＷＯＴ分析などから市場分析や動向などの抽出を行っています。

【cat ５.２】　顧客の声への対応

　 「顧客の声への対応」については①＜お客の声の収集方法＞、②＜原因の追求と業務改善＞、③＜
苦情対応基準＞、④＜顧客満足度の把握＞の４点から構築します

　 当社では特に、顧客満足要因と不満足要因は別個のものであると捉えており、不満足の解消が先に
前提となり、そのうえで満足要因が構築されます。この顧客満足度追求の順序を踏まえたうえで良好な
顧客対応ができると考えています。

① ＜お客の声の収集方法＞

お客様の声を受け取る方法の基本は、現場スタッフや店長・マネージャーを経て伝達されます。その
他では、1:商品に同梱するアンケートはがき、2:ホームページによるお客様からの書き込み、3:日報の
「お客様の声」欄の記述内容,4:auショップで行われているwebアンケート等を用意しています。

② ＜原因の追求と業務改善＞

同梱はがきで本社に到着したものは、JQA担当が中心となって閲覧し、早急に対処すべきものはau
ショップ統括とサテライト統括に振り分け、統括がマネージャーおよび店長に指示をしています。日報
に関してはマネージャー以上の幹部が日報の記述を閲覧して「お客様の声」を知る一助として参考にし
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ています。また、日報から特に目立つお客様の不満の声は社内報に掲載して全社員で共有し、スタッフ
同士が自店だったらどのような対応をしていくかを考察していく学習材料となっています。

③ ＜苦情対応基準＞
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お客様からの苦情に対する対応基準は、苦情対応を専門に行うＣＳ推進室が原案を策定しています。
その後、本社会で意見を聞き、承認・実施としております。苦情対応基準は、苦情の分類・対応方法・
報告・情報共有の観点で考えています。

  田中電子株式会社　お客様対応（苦情対応）基準 （ｈ27.7.1改訂）

第１項、苦情対応レベルの設定
苦情対応レベルは、以下４つに設定する

レベル１：担当スタッフ・店長が対応（即時対応）　
レベル２：上記で解決できない場合、統括・マネージャーが対応（即日対応）
レベル３：上記で解決できない場合、ＣＳ推進室が対応（翌日までの対応）
レベル４：上記で解決できない場合、関係者と経営幹部が相談の上、対応

第２項、苦情の報告
下記内容に相当する場合は、別紙「お客様対応・報告書　Vol 1.05」にて報告をする

① 店頭で返金を必要とする場合
② 本体の無償提供を必要とする場合
③ 店頭売価より、大幅値引きを必要とする場合
④ キャリアからの請求に減算処理が必要な場合

第３項、情報の共有
①
②

第４項、当・基準の遵守率を把握する方法
① お客様対応報告書が第２項に準じて報告されているかを店長アンケートで評価する
② お客様対応報告書が本社に提出された件数の推移をみる

明らかに迷惑行為（下記参照）をした場合は、警察へ通報する
＜迷惑行為＞

・ 店内で大きな声で威嚇した場合
・ 店内の備品等を投げたり器物を損壊するような行為をした場合
・ 机（テーブル）を叩く行為をした場合
・ 侮辱したり罵倒したりなどの行為をした場合
・ 土下座を強要された場合
・ 長時間居座るような行為をした場合   等

補足事項・・・本社あての苦情対応（メール・電話・葉書）

vol 1.09

報告書は、個人名を公表せずに全店ＦＡＸ配信する
各店舗では、その報告書をスタッフ全員が閲覧し、専用ファイルにて保管する

第５項、通報（警察）基準

　上記手順によることを原則とするが、店長・マネージャーに苦情発生の事実を連絡し、お客様にお詫びの手紙を出すことや
電話での応対で完了しています。
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④ ＜顧客満足度の把握＞

顧客満足度の把握方法としては、a uショップではw e bアンケート、ＰＣサテライトでは同梱ハガキに
よって行っています。

auショップのwebアンケートの主な内容としては、店舗のソフトとハード面に関する設問で構成され
ていて、質問に対してどの選択肢を選んだかの割合を見ていきます。特に重要であると認識しているこ
とは、お客様が来店された時のファーストアプローチです。アンケート項目での「事前のご用件うかが
い」「待ち時間目安のご案内」があったかどうかを見て各店毎に対策を講じます。

サテライトでは、ハガキアンケートの「お店の好感度」「スタッフの身嗜み」「スタッフの接客」
の項目を重点要素と捉えて算出します。

お客様からいただいたお褒めや感謝の言葉は、ビジョン日報でのスタッフ記入した内容とアンケー
トハガキの自由欄に記載してあったものを収集しています。その言葉は、翌月の社内報に抜粋して掲載
しています。これによりスタッフのモチベーションも高くなると考えます。

逆にお客様からの苦情・要望などは、ハガキの自由欄に記載されたものが情報ソースです。そのよう
な内容のハガキが届いた場合は、すぐにauショップ・サテライト統括にまわって各店に直接連絡して改
善策を講じるようにしています。

今まで顧客満足を上昇させることばかりに目がいっていましたが、顧客満足の基盤として不満足がな
いということも重要であることを認識していきます。(満足の追究と不満足の解消は、別個のものと取
り扱う必要があります。）

＜cat5.2 ＞課題と今後の取組み

① 新たにwebアンケートは、スタッフの個人別結果が出力できるようになったので、スキルチェック
システムと連動して個々の接客姿勢が把握できます

② CX向上の活動として、ネットプロモーター（ＮＰＳ）の推移をとっていく。

苦情対応基準については、a,「報告件数」、b,「対応シートの閲覧率」を記録します。
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注：ＮＰＳ「あなたは、この商品（店舗）を他の人に紹介したいと思いますか」との唯一の問いか
けにより得られる顧客満足を表す指標のこと。

③ 全携協（全国携帯電話代理店協会）が主催する苦情対応事例の共有化を推進する。
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カテゴリー６　価値創造プロセス
【cat ６.１】　基幹プロセス

　主要な業務である基幹プロセスについては、＜企画＞、＜提供＞、＜アフター＞の３つに区分します。

＜企画プロセス＞
企画プロセスは、①「販売・仕入チャネル開発」②「出店閉店」③「販売施策」のプロセスが対象
となります。

① 「販売・仕入チャネル開発」
販売チャネルの開発は経営幹部と本社スタッフが担っています。取引先の選定や、仕入ルート、
商品構成の意思決定は、今後の事業展開にとっての最重要事項になります。又、最近ではＭＶNＯ
（第二通信事業者）による新キャリアも多数開設してきており、これらの取り扱いについても考察
いたします。

② 「出店・閉店」
事業規模の拡大や不採算店舗閉店の意思決定も、経営幹部が常に考察していなければなりません。
又、必要に応じて「移転」も重要な検討事項になることもあります。

③ 「販売施策」
日々変化する端末の受給状況を把握し、本社販売管理が中心となって各店舗に販売施策を展開し
ます。重点商材や特価商材と基本売価を決め、商材別・店別の目標を設定します。店舗側では、マ
ネージャーもしくは店長が競合店対策として店舗別重点商材・売価の決定とストーリー付けをし、
必要に応じて稟議書を発行して独自キャンペーンなどを企画しています。
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＜提供プロセス＞

　 提供プロセスは、①「スタッフ業務」②「販促活動」③「店作り」④「物流」のプロセスを設定し
ています。

① 「スタッフ業務」
スタッフ業務は、「お客様対応」・「受付から引渡までの業務」・「報告などの店内諸作業」な

どから構成しており、店舗スタッフが必ず習得すべき内容となっています。　

このスタッフ業務の良し悪しは、スキルチェックシステムを基本とし、補助的に店舗巡回でも把握
します。そしてお客様の視点としては、同梱アンケートはがき・webアンケートなどで見ることがで
きます。これらから収集されたデータは、必要に応じて本人や店舗にフィードバックします。

② 「販促活動」

総販売拠店数の推移をみる。＜企画プロセス＞の評価
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現在実施している販促活動としては、「新聞折込チラシ」、「各種の店頭キャンペーン」、「ＳＮ
Ｓによる来店誘導」、「ＤＭの送付」、「店頭・駅前でのサンプリング」等があげられます。これら
に加えて、auショップでは、「マイプレミアショップ会員に対する店舗別のメール配信」、又、ＰＣ
サテライトでは、「中古端末の下取り」を実施して、販売を強化しています。

③「店作り」
　 auショップの店作りに関しては、auの指導のもと「auショップ店舗コンセプト」に基づき行ってい
ます。

ＰＣサテライトは、快適な商品選びが出来るちょっとオシャレな雰囲気を出すことを「店作り」
のコンセプトとしてきました。併売店におけるリニューアル推進には、このコンセプトに基づいて展
開するようにします。

この「店作り」の良し悪しは、社内の視点では本社会メンバーによる店舗巡回で把握しています。
この店舗巡回は３カ月に２回の割合で行なっています。また、お客様の視点としては、同梱アンケー
トはがきでの評価があります。これら収集されたデータは、直接店舗にフィードバックされ改善して
行きます。
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④ 「物流」

携帯電話の端末はすべて仕入れから引渡しに至るまでは、市販のコンピューターシステムを当社独自
にカスタマイズして管理をしています。また、auに関しては、キャリアのシステムに便乗しながら端末
管理を実施しています。　

＜アフタープロセス＞

通信キャリアを含めた、携帯電話事業全体からみると、 a uショップは顧客接点を担当する構造に
なっており、「故障・修理」、「各種変更手続き」、「相談窓口」など多岐にわたるアフターサービ
スを重要な業務として担っています。特に、解約抑止などは最後の砦として、キャリアから期待をされ
ています。又、最近では顧客との継続的な取引を促進する為に、マイプレミアムショップ会員（アフター
会員）の獲得やau walletによるポイント付与で顧客の囲い込み強化などにも取り組んでいます。

ＰＣサテライトではアフター会員制度を用意しており、顧客との関係維持に役立てています。この会
員制度に登録するメリットは、購入してから２年以内に有償修理を行った場合、費用の５０％を当社

店舗巡回システム評点。＜店作りプロセス＞の評価・・・重要指標です！
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が負担する内容となっています。尚、ＰＣサテライトでは受付できる業務が限定されているため、丁寧
な誘導や購入後の説明サービスが重要となっています。

＜cat6.1 ＞課題と今後の取組み

① 最近では、スタッフ業務も細分化し集客スキルの向上、提案販売におけるストーリー開発、再来
店促進スキルのシステム化を重視する

② 物流業務のひとつとして期末に処理をする除却品リストから除却金額の推移表をつくる。

③ auショップの好立地への移転や、増床を強化する。

【cat ６.２】　支援プロセス

6.2-①：支援プロセス

　 当社における本社機能のほとんどは、店舗
を対象とした支援業務が中心となっています。
店舗運営をサポートするために、店舗網には
a uショップ担当マネージャーとサテライト担
当マネージャーを配置しています。

本社としては経理・労務・FC・取次店担当・
研修部門・店舗メンテ部門・ＣＳ推進室・経
営品質推進部門を設置しています。これらの
店舗サポートで店舗が常に一定の水準で運営
されているかを把握するために本社会メンバー
による店舗巡回システムがあります。また、

経理・労務を担当する総務課も会社全体を対象とした支援業務ととらえています。

＜店舗巡回システム＞

　 当社の店舗の現状を把握して改善提言をする
手段が次に述べる「店舗巡回システム」です。
本社会メンバーが２名１組になり各店を巡回し
て、店作り・人作り・業務の観点で評価して、
フィードバックレポートを作成・提示します。
このときの評価はスキルチェックシステムと連
動しています。

＜店舗メンテ業務＞

　店舗から、メンテナンスの要求がある場合、
パソコンを含む設備・備品の故障など一定の
項目は本社の店舗メンテ部門で対応していま
す。

＜（統括）マネージャー業務＞
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　 （統括）マネージャーの業務範囲は、業績・業務管理、採用・人員配置も含めた労務管理、店舗メ
ンテナンスのフォロー、店舗巡回の結果の改善事項の取り組みが店舗で実行しているかを確認し、そ
の進捗や結果を把握しています。

＜販売管理＞

　販売管理の中での支援業務としては、毎日の実績データの集計・管理を行ないます。特にauショップ
には、新規加入や各オプション等の個人別獲得数を各店舗にフィードバックしてスタッフの刺激材料と
しています。

＜総務課＞

　総務課は経理と労務の業務を担当しています。経理は、売掛関係、買掛関係、入力業務、振替伝票作
成、現金取扱などについてスキルマップを作成して全体の能力を把握し、時折、スタッフの受け持ち業
務を入れ替え個人スキルが広がるようにしています。
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＜cat6.2－①＞課題と今後の取組み
店舗巡回の評点結果が、実際の店舗とマッチしていないように考えられます。特に人作りの面

に関しては短い時間でのスタッフを評価するのが困難です。そこで、新たに運営監査チームとし
てショップ店長経験のあるパート社員を中心に、監査活動を強化していく予定です。

6.2-②：情報システムのマネジメント

　当社における情報システム

本社における情報システムは、ＴＥＬ４回線、ＦＡＸ２回線、交換機設置、インターネット網は光回
線にてサーバーを設置し社内ＬＡＮを構築。又、経理システムではセキュリティレベルを向上させる為
に、別個にサーバーを設置し経理担当のみでＬＡＮを構築し、インターネット網へは別個無線ルーター
をもちいて接続をしています。

店舗における情報システムは、ＴＥＬ２回線、ＦＡＸ１回線で、自動メッセージ対応付の小型交換機
を使用しています。インターネット網は、光回線を基本にしてサーバーは置かずに接続しています。

本社・店舗間の業務データーの伝達は自社作成の日計システムをクラウドアプリケーションのドロッ
プボックス上で構築しており、経理伝票まであらかた連結させています。ただし、現在ではキャリア側
の支援システムが整備されてきて、在庫をはじめＰＯＳレジスターとの連結ができてきており、キャリ
アの用意したシステムのみで経理伝票の作成が可能となりつつあります。ただし、現在ではキャリア側
の支援システムが整備されてきて、在庫をはじめＰＯＳレジスターとの連結ができてきています。完備

経理のスキルマップ平均評点推移

評価基準

あらかたひとりで遂行できる
一通り１人で遂行できる（若干ミス・遅延あり）

ひとりではできない（サポート必要）

経理担当者3名に、経理項目に関して下記評価基準に基づいて自己評価する。
スキル項目 h23.12 h24.10 h25.12 h26.04 ｈ27.06 ｈ28..09

3.5 4.1
3・・・ 振伝作成 3.7 4.2 3.2 2.8 2.7 2.7
4・・・ 入力業務 4.5 4.5 3.4 3.4

2.8 3.1 3.6
買掛関係 4.3 4.0 3.3 3.3 3.3 3.5

5・・・ ミス・遅延なくひとりで遂行できる。尚かつ教え
ることができる

売掛関係 4.5 4.3 2.8

3.0 3.21・・・ 平均評点 4.0 3.9 3.0 2.8

2.7 3.2 3.3
子会社 2.3 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0

2・・・ 他の人に聞かないと遂行できないこともある。
ミス・遅延も時々ある

現金取扱 4.7 3.9 3.2
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しおりには、キャリアの用意したシステムのみで経理伝票の作成が可能となり、棚卸や締め作業労力
の削減が期待できます。（移行中h280925）

日常の社内連絡用としては、パソコン環境、有線電話、以外にマネージャー以上と各店舗用に社用
スマートフォンを配備しており、迅速に情報伝達・共有が可能になっています。

中でも、昨年末よりの取り組みで、各セクション毎の報告業務や情報共有の社内通信インフラとして、
全社員にグーグル法人アカウントを設定して「ハングアウト」（注：有料ソフトウェアでLINEと似ている
が、閉鎖性が高く本社主導で参加者の統制ができる）の導入を実現し、迅速な情報共有とセキュリティーの
両面を強化しています。

　情報の共有化・有効活用の為に行っている当社独自の環境作りに、「業務連絡システム（業連）」が
あります。文書の採番、閲覧、保管など手順を定めており、重要度の高い伝達に使用しています。

　パソコン関係の保守に関しては、担当者（志賀）を設定し、サーバーのバックアップ、故障対応、シ
ステムの設置、環境の把握等を行なっています。

　会計処理の安全性を確保する場合も、振替伝票、取次店精算書等、すべて紙ベースで経理に渡すよう
にしています。これにより、会計処理の為の元情報の信頼性を保っています。また、この作業を軽減す
るために、預金通帳・振替伝票変換、カード管理ならびに振替伝票変換、精算書・振替伝票変換、等
の各種振替伝票作成支援ソフトを用意しています。

＜cat6.2－②＞課題と今後の取組み

店舗・本社間の情報システムの強化として専用光ネット回線を疑似無線回線として使用した、双方向
インカムの導入を検討する

6.2-③：ビジネスパートナーとの取り組み

　 主要なビジネスパートナーとして①「キャリア」、②「A社」、③「フランチャイズ」があげられま
す。また、ＫＤＤＩとケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）各社との協業も始まり、当社も④「ＣＡＴＶ各社」
との関係を強化することが重要であると認識しています。

① キャリア

　 キャリアと一体となった取り組みは、「キャリアショップの運営そのもの」・「キャリアによる講
習会や商品説明会」・「ヘルパー支援、宣伝広告支援、キャンペーン隊等による販促活動」等、多岐
にわたります。特にau（KDDI)とのパートナーとしての取り組みは企業価値観のレベルでも相互に共
有しているように感じています。KDDIの筆頭価値観＝「心を高める」・田中電子㈱の筆頭価値観＝
「心を育てる」に象徴されるように、広範囲において協働がなされていると思っています。

② A社
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A社にとって当社は、auの一次店という関係です。そして平成２４年６月から、当社のドコモの一次
店として新たに取引が始まり、現在に至っています。（組織プロフィールのキャリアと当社の関係図
参照）尚、A社とは、月１回の担当者会議と四半期に１回の経営者会議を継続しながら協業が進めら
れています。

③ ＦＣ（フランチャイズ）店

　　ＦＣとの取り組みとしては、前記キャリアからの支援に加え、専任の担当を設置して、スタッフ個
人別実績表のフィードバック・拡販期の販売コンテストの開催・チラシの共同作成などがあります。
又、週間で社内順位の展開、月に１回の販売施策等の説明、在庫負担のサポートなども行っています。

④ ＣＡＴＶ各社

ＣＡＴＶ各社と当社は、互いの商材を営業代行し合う関係です。宅内訪問販売型と店舗待ち受け型
のそれぞれの営業形態の特徴を生かしあい、互いの商材を拡販し合うWIN-WINの関係を構築してい
ます。

＜cat6.2＞課題と今後の取組み

グループ内代理店間の相互支援体制について構築することを検討します。
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