


粗利率45％＆営業利益15％の儲かる企業と
どれだけ仕事をしても利益が出ず、

儲からない企業の違いとは？

高収益塗装店フォーラム2020

儲かっている企業のポイントをチェック！

『仕事は続けているけどなかなか儲からない・・・・』
『工期が伸びてしまって受注粗利と完工粗利の差が出てしまう」
『下請け仕事で粗利が確保できない』
など、様々な悩みからこのDMを開いて頂いたと思います。誠にありが
とうございます。

経営も同じですが、利益出し続けることは難しいです。

・受注はできるものの完工残が溜まってしまい入金サイクルが回らない
・現場でトラブルがあって工期が伸びた
・足りない資材を購入し、その分の完工粗利が下がっていた
・入金がうまく確認できておらず、未入金の物件が多い

しかし、どのような状況下でも利益を出し続けている会社があるのも事
実です。

塗装ビジネス研究会では、全国98社の会社の財務数字・利益計画・
プロセスを徹底分析して儲かる塗装会社・屋根工事会社の法則を共有し
ております。

「今年はたまたま利益が出た・・・！」のではなく、利益を出し続ける
ことが必要です。

その秘訣は、デジタル活用で利益が出ている会社の仕組みを再現するこ
とです！
それぞれ独自固有の長所を伸ばしながら、8月20日に儲かる仕組みとノ
ウハウを仕入れて頂き、会社の利益を上げて欲しいと考えております。

塗装ビジネス研究会スタッフ一同
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◆会社紹介 2006年3月に愛知県一宮市にて株式会社達美装を設
立、代表取締役に就任。現在は一宮市・江南市に外壁

◆1人当たり年間粗利 【Before】2,100万円(年商3億円・5名)
【After】 4,114万円(年商6億円・7名)

塗装・屋根塗装専門店を出店し、年商6億円の規模に成長している。
2017年に出店し、急成長企業ながらも粗利率48％・営業利益18％をた
たき出す驚異の高収益経営を行っている。

◆使用ツール・ソフト ■SAKSAK ■Googleドライブ
■現場ポケット

◆高収益のポイント 「どういう仕組みを作るか」という観点からシ
ステムを導入すると、うまい活用ができると思

います。例えば現場ポケットですが、導入時はいまいち効果を実感できてい
なかったが、使っていく内に成果を感じました。事務員が報告書を作成する
ようになり、社長である私の時間が1日2時間程の圧縮に成功しました。
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◆会社紹介 2016年に名古屋市北区にて株式会社リペアプラス
を設立。名古屋市北区・春日井・北名古屋市を中心

に塗装事業を展開しており、元請け事業を2年で0から年商2.4億円
ペースまで拡大させた。昨期は年商2.4億円に加え粗利率45％という
高収益を達成されており、直近では年商5億円を目指している。

◆使用ツール・ソフト ■ANDPAD ■カラーエクスプレス
■ミツモロ- ■計測エクスプレス
■Googleドライブ

◆高収益のポイント 「標準化」がポイントです。例えば、図面から
の数値拾い出しは事務でもできるようにしてい

◆1人当たり年間粗利 【Before】1660万円
【After】 1,925万円

ます。事務員は3名おり、土日も必ず誰かが出勤している。営業マンは早く帰
したいので診断書や発注書は事務員が作成する仕組みを作っています。



◆会社紹介 宮城県仙台市に事務所を構え、外装業を営んでいる。
自らがTOP営業であることを活かし、診断報告書アプ

◆生産性改善 【Before＆After】
診断報告書作成60分/案件⇒15分/案件
完工報告書作成30分/案件⇒10分/案件

リ”レポートキング”を開発し、「誰でも売れるようになる仕組みづく
り」に励んでいる。現在は人材活性化事業も展開しており、手掛けてき
た教育担当者としての実績も抜群である。

◆使用ツール・ソフト ■ZOOM ■スマートドライブ
■レポートキング ■Googleドライブ

◆DXのポイント 弊社はお客様のところに1度もお伺いしなくて
も、ZOOMで商談して契約まで持っていく流れ
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ができています。自社で開発している診断報告書アプリ”レポートキング”を
使えば誰でも簡単に報告書を作ることができます。



◆会社紹介 大正元年1月、高知市にて株式会社北村塗装店を創業。
ビルや大型工事、公共工事を中心に事業を行っている。

収益を上げられる更なる柱を作るために、2017年10月に戸建て塗装に
本格的に新規参入。未経験者でも売れる仕組みを作り、現在では4名体
制になり、地域一番店の年商2.4億円に成長している。

◆使用ツール・ソフト ■ANDPAD ■Googleドライブ

◆高収益のポイント 元請け参入直後、すぐに集客に成功して業績も
伸びてきました。しかし、残業も増え現場が疲
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【Before＆After】
工程表の作成時間：10分⇒5分/案件
見積書作成時間：30分⇒20分/案件

◆生産性改善

弊し、離職者も相次ぎました。しかし、今では年間休日110日・残業時間20
時間以内の働き方改革に取り組むことに成功。生産性改善に努めています。



◆会社紹介 昭和50年9月に環境開発株式会社を創業。鹿児島市
地域密着で複数の事業を営みながら、創業45周年を迎

える。年商規模は3.6億円がたった2年で6億円まで成長。”お客様に信
頼される正直な商売”をモットーとし、これからもずっと”信頼と正直商
売”にこだわりを持ち続けて経営を行っていく。

◆使用ツール・ソフト ■ANDPAD ■Googleドライブ
■SAKSAK ■サイボウズOffice

◆高収益のポイント サイボウズOfficeでスケジュール管理・ファイ
ル共有を行うことにより、いちいちPCを開いて
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【Before＆After】
◆現場進捗確認：60分⇒45分/現場
◆データ共有：15~20分⇒0分/日・人

◆生産性改善

データ共有をする必要がなくなりました。また、ANDPADは現場ごとに写
真管理や工程管理を行うので、1件1件電話をする必要がなくなりました。



◆会社紹介 1983年に和歌山市にて創業。以後、和歌山市地域密
着のリフォーム会社として根付いている。OB数は

13,120にものぼり、毎月30件ものお問い合わせを頂いている。会長・
社長のみの家業であったが業績拡大を決意し、人材育成・生産性改革に
取り組んでいる。

◆使用ツール・ソフト ■SAKSAK ■現場ポケット
■Googleドライブ

◆高収益のポイント 導入してから、とにかく使い切ること。現場ポ
ケット・SAKSAK・Googleドライブ共に、導入
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◆1人当たり年間粗利 【Before】1,560万円
【After】 2,073万円

した直後はまったく活用できていなかった。しかし、使い切ると決めてトップ
ダウンで落とし込むことで導入できました。使いこなせるようになった後は、
それぞれの業務時間が大幅に削減され、改善できるようになりました。



2017年、愛知県一宮市にてショー
ルームをOPEN。出店後わずか3年で年
商6億円まで成長し、粗利率48％・営
業利益率18％を達成しています。その
秘訣は、デジタル活用による生産性改
革です。「どういう仕組みを作るか」
という観点からシステムを導入しまし
た。そのポイントを解説して頂きます。

講師
船井総合研究所
リーダー 中嶋 翔一

これをお読みになっている経営者様は“DX“という言葉
をご存じでしょうか？”デジタルトランスフォーメーショ
ン”の略語です。コロナの影響で急激に景気が落ち込んで
います。そういった不況期のマーケティングは生産性
UP・高収益経営がマストです。粗利率48％・営業利益
18％をたたき出して儲かっている会社があるのは事実で
す。高収益経営・企業が永続するためのデジタルシフト
のプロセスと、実行するべき項目をお伝えいたします。

デジタルトランスフォーメーション活用型
高収益塗装店フォーラム2020

外装ビジネス３．０ DXジャーニーMAP

アクション
・顧客情報ヒアリン
グ
・案件情報入力
・物件情報確認

・営業ツール説明
・商談情報入力
・次アポ設定

・見積書作成＆受
注粗利計算
・診断報告書作成

・カラーシミュレー
ション作成

・劣化診断＆VR屋根調査
・測量
・診断書作成用写真撮影

・営業ツール準備

・職人＆営業MTG
・外注職人への発注(自社職人であれ
ば工事内容指示)

・材料発注(材工別発注の場合)
・工事工程管理＆工事中写真撮影

プロセス 劣化診断・
現場調査

見積含む
資料提出

着工~入金
現場調査・
相談依頼

初回訪問 初回商談 クロージング
契約書
記載

着工~完工

デジタル
ツール

塗装ビジネスCRMシステム(GoogleDrive)・・・工程管理・案件管理・顧客管理・スケジュール管理・分業指示だし・作業時間カウント

新たなCX ●店舗の営業時
間外でも、LINE
やHPからいつでも

問い合わせ・相談
ができる。

●依頼が来た段
階でカレンダーから
メールやLINE公
式アカウントAI
メッセージで自動
で返信
➡依頼に対して即
時対応できる環境
を目指す（即レ
ス・省人化）

KGI  担当一人当たりの単月売上800万円
 担当一人当たりの単月処理件数14件

 担当一人当たりの月間残業時間15~20時間以内
 商圏内シェア２６％

 1人当たり人事生産性1,800~2,400万円/年
 粗利率40~45％・営業利益10~15％

・完工粗利確認

Chatwork
＋

Google

カレンダー

GoogleMAP・GoogleMyMap

電子署名ツール
（クラウドサイン）

●過去の実績から周辺エリアの施工実績物件をすぐ拾い出すことが
できる。

●ドローンを活用し、屋根に登る時間を時短し、訪問時間を短くする。

●VR視聴を行い、屋根に登る危険を冒さず屋根を確認することがで
きる

●VR視聴の映像を録画することもでき、オンライン営業にも対応で
きる商材が入手できる

●スマートプラス社のレポートキングを使い、その場で詳細な診断書
のPDFを作成し、LINE公式アカウントで送付する。

●BOXなどのクラウドデータ活用を利用し、ツールや写真をiPadで
お見せする。

●ZOOMや
AppearINで遠
隔での打ち合わせ
にも対応でき、時
間・場所にとらわれ
ず、即座に情報共
有、修正など意見
交換ができる。

●LINE公式アカ
ウントの活用により、
訪問なしで顧客と
の接触を行うこと

ができる。

●遠方の地権者でも移動せずに対応する
ことができる為、コスト面・体力面の削減に
つながる

●日程調整ができない、立会ができない
などで見積提出が延期することがなくなり、
円滑な受注につながる

●RPAの活用により、見積を自動で作成
できる。もちろん、事前に原価を精査してお
き、社内で統一しておくことが必要。

●オンライン取引を完了させるため、クラウ

ドサインを活用する。

●クラウド上で完結させ、時間的コスト（手間や郵送受け取りなど）の削減ができる

●書類紛失・盗難・改ざんなどのリスクも回避でき、安心した塗装を実現できる

●LINE公式カウントの活用により、いつでも相談できる。また、施工途中の状況・明日
の工事内容を毎日LINEで受け取ることができる
⇒ただし、自社で定時内にいつでもLINE対応できる担当者を設ける必要がある。

●引き渡し報告書をLINEで送付され、確認できる。

施工現場管理
(現場ポケット・立役者・ANDPAD)

HP・チラシ・
その他媒体

リスティング

納品代行・会計確認
（freee）

マーケ

施工

完工粗利
計算

BIツール

・引き渡し(工事後お客様確認)
・(外注の場合)請求書確認
・入金管理

・顧客情報入力

引き渡し 入金

・ショールーム商談
・見積提出
・診断書含むその他資料提出

・契約書記載
・工事情報打ち合わせ(色決め含む)

TV会議システム（ZOOM・Appear in）LINE公式
アカウント

時短×ドローン住宅診断
(TerraDrone社VR付きドローン)

診断報告書作成
(スマートプラス社レポートキング)

データ共有システム（BOX）
⇒劣化事例集・施工事例集・営業ツール

VR動画視聴

診断報告書
PDF提出

Google
カレンダー

データ共有システム（BOX）
⇒劣化事例集・施工事例集・営業ツール

RPA見積作成

診断報告書
PDF提出

攻め 守り

LINE
公式アカウント

実行・計画粗利
確認

施工請負書・施工発注書・
材料発注書作成

LINE公式アカウントによる
リモート施工管理

工程管理

引き渡し報告書
作成

(スマートプラス
社レポートキング)



会員数9９社(7月15日時点)「塗装ビジネス研究会」のご紹介

8月20日(木)ZOOM開催例会は

無料でお試し参加ができます！
※例会のテーマは事情により変更になる場合があり、ご了承下さい

①年６回の例会開催（情報交換＆勉強会）
「船井総研コンサルタントによる業績アップ講座」「ゲスト専門家による各種研修」
「会員様どうしによる情報交換会」など豊富な企画で、業績アップノウハウを、定期
的・効率的に得ることができます。
②マニュアル・ツールの提供
「ビジネスモデルマニュアル」「コストダウンマニュアル」「営業マニュアル」等のビジネ
スを展開する上で必要なマニュアル、およびツールをご提供します。
③年１回の成功事例企業視察ツアー
「百聞は一見に如かず」、実際に業績を上げている最新モデル視察先の見学ツ
アーにご参加いただけます。

まずは
お試し
参加！

※既存会員様、または先にお試し参加をお申し込みの企業様と商圏バッティングしている場合、
ご参加をお断りすることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。

塗装ビジネス研
究会の詳しい情
報をスマホで

先着１０社
無料招待
受付中

塗装ビジネス研究会説明会
(塗装事業を営む経営者のための研究会 )

お試し参加のご案内

【当日スケジュール】
11：30～12：00 塗装会社成功事例＆ビジネスモデル説明会
13：00～14：00 高収益経営を行うためのデジタルシフト経営

14：15～14：45 ワーク
14：45～15：15 ディスカッション
15：30～16：30 特別ゲスト講座

当日は、無料経営相談も開催しておりますのご活用下さい



塗装ビジネス研究会 会員様の成功事例
（一部ご紹介）

北村塗装店 高知県

脱・公共事業で元請け参入！

1年で1.5億円営業未経験者で

株式会社郡山塗装 加藤塗装株式会社

株式会社片山 株式会社楽塗

株式会社トラスト 株式会社北村塗装店



2020年待ったなし！塗装ビジネスで
急成長企業が全国各地で続出中！

2015年11月から開催している塗装ビジネ

ス研究会！早4年が経過し、99社様の会員

様にご参加いただいております。

その中でも業績を急成長されている会員様

を紹介させていただきます。

本研究会にもご参加されていますので、

ぜひお話をお聞きいただけますと幸いです。

愛知県一宮市
株式会社達美装

代表取締役
髙見澤 達也氏

社長が営業せずにたった5名で
年商6億円に急成長できました！

東海
地域

私は連棟倉庫から出発をし、塗装親方と

して、徐々に事業を伸ばしました。

大きく伸びたのは、やはり住宅塗装を始

めてからです。

現在は2店舗で

売上6億円まで

伸ばせました。

東京都江戸川区
株式会社Luxst

代表取締役
寺田 翔馬氏

元防水職人ですが、
3名で売り上げ3億円を達成しました。

関東
地域

私は10代から防水職人をしていました。

20代の頃独立をして中々うまく売上があ

がらないので思いきって、塗装に参入し

ました。それが結果的には

正解でした。現在では2店舗目を

出店して今後どんどん

増やしていきたいと思います。



岡山県岡山市
株式会社
御南塗装工業

代表取締役
中村 英行氏

女性社員を活用して、売上3倍へ
人材難でも売上を上げることができました

中国
地域

長崎県諫早市
株式会社田中塗装

取締役
田中 俊史氏

公共事業や下請けしかしたことのなかった
ですが、新規参入で売上2.5億円達成！

九州
地域

私は父からこの事業を引き継ぎ二代目と

して行っています。しかし、公共工事だ

けでは人口が少なくなる未来に不安があ

り、元請を行い

ました。結果は

取り組んでよかった

と感じています。

私は職人からスタートして、取り組み前

は1名で営業を行っていました。しかしこ

れ以上の伸びはないと思い、この事業を

取り組みました。

現在では女性も活躍

できるようになり、

活気ある会社になり

ました。

滋賀県野洲市
株式会社片山

代表取締役
片山 銀次郎氏

わずか30万人商圏でも4・5億円を
達成！ショールーム展開で圧倒的1番

関西
地域

私は親父の代から塗装業を営んでいて、

年々の下請け塗装の売上低下を懸念して

この事業をはじめました。最初は不安で

したが、年々売上

が上がり、4.5億円

を達成できました。



毎月塗装案件が15件以上
生み出す塗装専門スマホサイト

閑散月でも20組集める塗装イベント

1件あたり2万円以下で集客！
超効率的にお客様を集める仕組みを大公開

激戦区でも勝てる成約率70％！
魔法のアプローチブックを大公開

職人でも即戦力が可能
1週間で覚えられる営業マニュアル
値下げナシ＋高単価塗装が受注できる！
来店ランクアップクロージング！

シリコン以上は当たり前！
フッ素・無機塗料が売れる商品設計

足場・塗料・職人のコストをコントロール
粗利40％以上の原価表大公開

ライバルと戦っても勝てる商品ラインナップ
高単価商品の売り方、見積書大公開



塗装ビジネス研究会 会員様ＭＡＰ

地域一番店を目指す研究会

※2019年１月末時点

会
員
数 社

２０２０年7月現在

福岡 ユーペイント様
福岡 ユウキ様
福岡 Ｇｒａｎｄ Ｄｅｓｉｇｎ様
福岡 志水様
長崎 田中塗装様
長崎 佐藤建材店様
熊本 シアーズホーム様
鹿児島 環境開発様
鹿児島 東宝建設様
沖縄 沖塗工業様
沖縄 ホカマ様

滋賀 片山様
大阪 ABILITY様
大阪 千成工務店様
大阪 ロードリバース様

北海道・東北地方

関東地方

北海道 住建プランニング様
青森 佐々木商会様
青森 林塗料様
宮城 マイホームケア宮城様
宮城 髙勝リフォーム様
宮城 鬼澤塗装店様
福島 郡山塗装様
福島 野田塗店様

栃木 住泰様
茨城 ハウスメイク牛久様
茨城 克栄様
群馬 ユタカペイント様
埼玉 三ツ星ハウジング様
埼玉 ヒトミ塗装様
埼玉 ジャパネット・ハウス様
埼玉 アークス様
埼玉 ヒカリテック様
埼玉 ジャパンテック様
埼玉 パラヴィ様
千葉 ハウジング重兵衛様
千葉 ピーシー・ブレイン様
千葉 ヤマモトホールディングス様
神奈川 リフォーム東京様
神奈川 パートナーリフォーム様
神奈川 中山建装様
神奈川 ファースト様

北陸・中部地方

長野 トラスト様
長野 ダイソー様
山梨 甲州工業様
山梨 アマノ塗装店
岐阜 可児設備様
岐阜 アルファテック様
岐阜 ｆｅｅｌｇｏｏｄ様
岐阜 本多塗装店様
愛知 河合塗装工業様
愛知 キンショー・インク様
愛知 達美装様
愛知 アーキテックス様
愛知 サンライト様
愛知 フォーグッド様
愛知 リペアプラス様

近畿地方

中国地方

広島 ニムラ様
広島 クリーンハウス工業様
岡山 御南塗装工業様
岡山 クリーンライフ岡山様
岡山 クラコー様
岡山 光輝様
岡山 勇建工業様
岡山 美達様
島根 喜島塗装様
山口 オクタニ様

九州地方

会員企業マップ

四国地方

高知 北村塗装店様
徳島 匠様
愛媛 エイトハウジング様
香川 北村塗装店様 富山 良久工業様

静岡 あおば工房様
静岡 大栄塗装工業様
静岡 加藤塗装様
静岡 フジタ塗装様
静岡 エバーグリーン様
静岡 住まいるリフォーム様

北陸・中部地方

2020年 7月 現在 会員数99社

愛知 平松建工様
愛知 フルヤマ塗装店様
愛知 東海建設様
福井 プロテクト様

大阪 ファースト様
大阪 ペイントプロ様
奈良 ヨネヤ様
京都 植田様
兵庫 モリエン様
兵庫 創心社様
兵庫 大聖住宅様
兵庫 田中塗装店様
和歌山 岸本建設様
三重 大信建装様

東京 楽塗様
東京 家づくり代理人様
東京 光企画様
東京 Luxst様
東京 ベストウィングテクノ様
東京 Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ様

東京 大谷建装工業様
東京 ユーアンドユー様
東京 プレマテックス様

ＷＥＢ申し込みはコチラ



塗装ビジネス研究会説明会
８月例会 無料お試し参加 お申し込み用紙

ＦＡＸお申込用紙 【塗装ビジネス研究会説明会】

お問い合わせNoS064089 /K112696
ＴＥＬ：06‐6232‐0188
(平日9：30～17：30) 担当／滝

フリガナ フリガナ 役職名

貴社名

代表者名

フリガナ 役職名

ご参加者名

ご住所

〒

メール

ＴＥＬ ＦＡＸ

年商

億円

社員数

人

①お申し込みシートにご記入 ②ＦＡＸでお申し込み

下のお申し込み用紙
にご記入ください。

２４時間受付ＯＫ！
記入もれにご注意

③弊社からご連絡

事務局または担当者よ
りお電話かメールにてご
連絡いたします。

④当日ご参加ください！

当日11:00よりログインでき
ます。11:30までにログインく
ださい。

お試し参加 日時・会場のご案内

日時：令和2年8月20日（木）11：30～16：30（ログインは11:00より可能）

会場：ZOOMにてオンライン開催

お申し込みの流れ

●万一、開催4営業日前までに担当者より連絡がない場合は、下記へご連絡ください。
●ご参加を取り消される場合は、開催日より3営業日（土・日・祝除く）前の17時迄にお電話にて上記申し込み担当者までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。
●申し込み締め切りを8月15日17:00とさせて頂きます。

※1社1名1回限り無料でご招待いたします。
※経営者・事業責任者向けの研究会ですので、経営者・事業責任者様のみのご参加とさせていただきます。
※本講座はオンラインでの受講となっております。諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。

ご記入後、このままＦＡＸ送信してください

ＦＡＸ：06-6232-0194（２４時間対応）／滝宛

F2268
検


