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発想の転換による既存事業再構築の例
－第３者の目、特に大学の有識者との産学連携が最重要点－

【超精密粉体計量器メーカーの場合】

（メーカー） （製薬会社の研究所長）

１台３００万円、
１粒単位まで計れる
高性能機です。
いかがですか?

研究には必要だが、初期投資
もばかにならないし・・・

研究成果にどう寄与するかも未
知数だし・・・

20μｇ

40μｇ30μｇ

機械は買わなく
て結構です！

当社で計量して
試料にして提供

しましょう。

薬剤含有
試料を
アウトソー
シングで
作成・提供

研究成果
が上がって
私も社内で
業績が認
められる！

試料作成の
作業から
開放されて
研究に打ち
込める！

（研究員）

（研究所長）

【カップ・トロフィー製造メーカーの場合】

（メーカー）

（メーカー） （お客様）

業績評価専門会社に
変身しよう！

優勝カップ、
トロフィーは
いかがですか?

いまどき、社内イベントも
少なくなったし、

そんなものいらないよ！

社員モチベーション向上で
お困りの経営者に朗報！
業績目標達成の社員努力を
実用品で褒賞しませんか？

社員に面と向かってほめる
のははずかしいが、

形があると褒賞しやすい。
業績をどう評価しようか

困っていたが、コンサルまで
してもらって助かったよ。

ほめるを
形にする！

B点 B点

A点

A点

10μｇ
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【ＭＢＡで作ったホームページ作成の効果の例】
－ 社員数１５名の犬山の板金業者である －

(1) このＨＰからの注文で、今年４月は過去最高益をあげた。

(2) 新日鉄から年間１億円の直接契約をもらった。

(3) 日立工機、リコー、キヤノンなどと直接契約が取れた。

(4) ＭＢＡのおかげで、２．７億円の売り上げ高になっている。
（学費が132万円であり、約200倍の投資効果）

(5) ＭＢＡに行かなければ確実に倒産している。

以下の業績で、経済産業省のIT経営賞を受賞した。
キーワード検索、「奥村工業所、犬山」で見てください。

【ＨＰアップ後のＷｅｂ２．０の効果測定】

既存取引では、以前は受注件数１６００件／月ほどであったが、受注
件数は２１００件／月になり、３０％以上、受注量が増加した。

新規取引では大型の新規受注が、４社あり、1ヶ月強で大型の受注件
数は８件獲得できた。

仕事をやりきれず仕事を断る状況となり、今まで仕事を出してもらって
いた自社より４倍大きい会社が現在下請けになった。

引き合いから受注までの期間が、1ヶ月以上かかっていたものが
1週間程度と非常に短くなり、即受注に繋がるようになった。

これは同じ対応稼働で４倍の売り上げ増になるということになる。

また、採用のページを、求職者の観点で工夫したため、ＨＰアップ後
1ヶ月強で工場長が採用できたことは驚異的である。

【板金加工業における広報支援】
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板金加工業におけるダイレクトメールの例

【このDMの効果】
先生にご教授いただいたＤＭですが、もう反響がすごいです。
仕事バンバン来ています。

仕事がない所に取りに行くのではなく、仕事があるところ（業界）か
らめちゃめちゃ引き合いをいただいております。
そして、仕事がなくてもこのＤＭで受注が取れました。
新規取引先がこの１ヶ月で４～５社。

しかも○○建機の開発からは直接オファー「資材なんか抜きでお
話を聞きましょう！」との事。
不況知らずのＤＭです。本当にありがとうございました。
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奥村社長の修士論文作成の奮闘記
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奥村社長のMBA卒業から現在まで



高圧電源製造会社のビジネスプラン情報検討シート （１／２）

【事業目的】
Q１： ビジネス実施の経緯と目的、自分がやりたいことは何か？

当社では、真空装置用の○○の技術を有している会社であるが、他社ではあまり
担当しない、付加価値の高い○○の方面に事業展開する目的で○○の開発を進
めてきた。
○○装置（○○）用高圧電源（○○kV）に特化したＰＣ制御によるシステム電源の
製造と販売をしたい。
従来不可欠であった絶縁オイル、絶縁ガスが不要で、空気絶縁大気圧のためメン
テナンス性が格段によく、小型化できている。
試作品を出品した展示会でも好評であったことから、ビジネス化してゆきたい。
当面は、○○社や○○社の設計担当にファンになっていただき、設計に組み入れ
ていただくとともに、理科学機器メーカー、学術研究機関もターゲットに販売したい。

【過去のたな卸しと事業のコアコンピタンス】
Q２： あなたや会社のどのような競争力の元になるもの（過去をたな卸しした、経
験・他と違う特徴点・所有するノウハウ・ブランド・販路網など）を生かしてビジネス
をしようとしているのか？ 足りない点は何で、どう補完しようとするのか？

当社は○○装置の設計と製造を実施してきた会社で、○○技術ではお客様であ
る○○社や○○社から、○○の技術やノウハウで定評をいただいていてきた。
また、電源で困ってきた○○方面のお客様にも、長年コンサルしてカスタマイズを
続けてきたノウハウがある。
今回○○大学の○○教授の○○技術に基づいて、構造設計や回路技術をもとに
世界で初めての小型高性能のシステム電源の開発に成功している。
○○や○○および商社○○経由での販売ルートを活用して事業拡大を図りたい。
足りない点は、○○方面でお困りの顧客の効率的開拓人材であり、Ｗｅｂ２．０に基
づくネットでの販売を目指して、ＳＥＯ対策や電源技術者を囲い込んだＳＮＳの活用
により、知名度と売り上げを拡大したい。

所属組織名
氏名

【基本情報】
(1) 氏名：
(2) 所属組織・職位：
(3) 所属組織のURL：
(4) Email・電話番号：

会社をすでに設立済みならば、以下へも記入ください。
(1) 社名：
(2) 会社のURL：

【ビジネスシーズとなる技術等の内容】
Q３： あなたのビジネスシーズの内容と特徴点や従来法との差異は何か？

今後の課題は何か？

過去に○○用高圧電源を開発した技術ベースをもとに小型高性能でありながら、
大気圧で空気絶縁を実現している。ＳＦ６を使用しない為ガス導入弁、圧力メータが
不要である点が従来と異なる。
①電界強度分散技術・モールド技術。
②絶縁技術（従来品と同等以下のサイズで大気圧空気絶縁）
＝ランニングコストが格段に安い（25万円以上のコストダウン）

③制御技術（電源安定度のキーテクノロジー）
④装置（GUN）とのマッチングがPCによりデジタル制御
⑤極性を逆にするだけでSEM用電子銃に転用可能

今後は、お客様の○○装置の特性に合わせたカスタマイズと設計変更が課題で
ある。また、部品を見直してコストダウンすることも課題である。

【競合分析】
Q５：敵となる競争相手はどこか？ 自分のビジネスと比較した強み弱みは何か？

自分の弱みに対してどんな対応手段をとるか？
（機能、値段、品質、納期、アフターサービス、販路、コンサル力 など）

競争会社は米国のＳ社であるが、単品電源でスペックどおりの性能が出ないことも
あり、○○社などの設計担当や製造担当の悩みの種であった。
今回、単品電源の組み合わせと同等の価格で、電源を○○装置用にシステム化し
て、小型・高安定で、かつガスレスによる保守性向上が図れていることを武器に、設
計者のファン化を図って、Ｓ社や国内○○社のシェアの獲得を図る。
アフターサービスでも○○方面で○○年の実績があることから、保守が不得意な
米国のＳ社を凌駕したい。

【事業の社会的付加価値】
Q４： あなたのビジネスは、従来、出来なかったどんなことが実現でき、どんな付加
価値を社会に提供するのか? 押さえるべき特許・ノウハウは何か?

小型高性能であることから、○○装置への実装が楽で、５０ｐｐｍから５ｐｐｍへの電
圧安定性能を実現したことから、描画装置の精度向上が期待できる。
○○社や○○社が出荷している○○装置に実装することで、○○装置の○○性
能のアップに寄与できる。
構造特許で重点を押さえるとともに、安定化のための制御ソフトを暗号化して保護
している。
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【ビジネスフォーメーション】
Q８： 当面のビジネスフォーメーションと役割分担はどうなっているのか？

その中で不足している人材、スキルは何か？

以下の体制で計画しているが、 この電源がわかった人材が不足しており、設計者
が顧客対応せざるを得ない点がネックである。

所属組織名
氏名

【ビジネス化のステップ】
Q９： 具体的なビジネスにするための課題は何で、それをだれがいつまでにどのよ
うに実行して、ビジネスプランを完成させようとしているのか？

課題１： 本ビジネスを遂行できる、電源系の技術に明るいプロジェクトマネージャ的
人材が不足している。

→ ○○が中心になって○○や○○への対応により○○までに募集を図る。

課題２： 電源技術のうち、高安定標準○○の部品の値段が高すぎて利益を圧迫し
ている。○○技術についての外注先も○○で不安が残る。

→ ○○設計課長で○○までに○○円以下のところを探すか○○円以下になるよ
うに交渉する。外注先の指導を○○により強化する。

課題３： Ｗｅｂ２．０で販促が図れるＩＴに強い人材が不足している。アウトソーシング
で信頼できる外注先を探す。

→ ○○までに○○が対応して解決する。

課題４： たくさんある引き合いに対応するための営業人材の確保が急務である。
→ 業界のＯＢを洗い出して○○が○○までに採用の活動を行う。

【収入源の分析】
Q６： どんな事情を持った客が、どんな価値を見出していくらで買ってくれるか？

買ってくれる見込み客のリストと収入予測は？

○○装置の性能向上と低価格化を求められている○○装置製造メーカーが、電
源がシステム化されたことで、設計期間が短縮できる点に付加価値を見出していた
だいている。
通常の単品電源の組み合わせと同等の○○万円の値付けで十分買っていただけ
ることが、○○社など複数の担当者との打ち合わせで明らかになっている。
○○装置を作っている主要会社は○○、○○、○○であり、ここをターゲットに初
年度○○万円、２年目○○万円、３年目○○万円の売り上げを見込む。

【ターゲット顧客の分析】
Q７： 過去の経験に基づく、Ｑ６の収入予測の根拠となるものは何か？

根拠が無ければ根拠を得るためにどんなテストマーケティング活動をするのか？

○○装置の年間の出荷台数のうち、この電源を使っていただく比率を、初年度
８％、２年目２０％、３年目３５％と仮定して収入を見積もった。系列取引に未確定部
分が大きいため、低めに見積もっている。

お客様になる○○社など８社に精力的に売り込みをかけるとともに、Ｗｅｂ２．０の活
用によりエンドユーザーとなる研究開発機関への対応を強化し、テストマーケティン
グを実施したい。

現状では、設計担当者の反応はよく、展示会の後に○○件の引き合い情報が着
ており、その○○％が実売につながれば収入見通しは達成できるものと考えている。

【その他】
支援してほしい事柄や質問・要望事項など何でもご記入ください。

電源系の技術に明るいマネージャ人材の確保に苦労しているので、この対応を支
援いただけるところをご紹介いただきたい。

また、描画装置、イオンビームなどの電源系で提携できる大学や研究機関の研究
者をご紹介いただきたい。

今後は系列取引で入れ
ざるを得ない商社Ｂのルー
トだけではなく、直販ルート
の拡大を図りたい。

また、研究機関の生の声
がフィードバックできるよう
に営業体制を強化したい。

【資金の支出計画】
Ｑ10： ビジネス化を促進するために、今回の補助金をどう使うのか？

会社は利益をあげるところであることから、今出来上がっている技術をどう換金する
か？が重要点である。

このことから、今の試作品レベルで売れるところへの販促のためのＷｅｂ２．０のホー
ムページ作成に○○万円、営業力強化のための新規採用の人件費に○○万円を
支出する。
また、ＰＣレベルでデモができる販促ツールにも○○万円を○○に支出したい。
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高圧電源製造会社のビジネスプラン情報検討シート （２／２）



IT会社の経営課題と解決方法の一枚絵の例
－ 基本コンセプト： 無形の心が有形の現実を創り出す！ －

（SIビジネス系、情報システム、ITコンサル等の対象顧客）

お客様： 大手企業等 中小、中堅企業

ホームページによる
情報発信力の強化

新規採用＆

中途採用の

即戦力化教育

（サービス・商品の提供先）

お客様： 一般企業等
経験が生きる

OBの将来への
安心の創出

OB向けの
保守運用会社

OBの
個人事業主化

新規事業の
創出

業務委託での発注

営業の自動化設計

HPの高度化

型紙営業による

営業の標準化

営業の機械化、営業力の強化

商材の売り方の開発

ビジネス
パートナー会社

共栄の仕組み
パートナー会

新規設立検討

新規事業創出
能力の向上

コア能力の堅持
業務遂行能力、

お客様対応能力の
強化、差別化

役割分担の明確化
作業の切り出し

元請

直接営業能力の向上
○○系は売上拡大がすべて

空き稼働の効率化
スキル転換の促進

○○メンバーの
全員の技術営業化

育成体系の整備
管理職のマネジメント力の向上

社員の技術力、営業能力の向上

(1) 管理能力・企画力の向上研修

(2) 管理能力評価表等、適性に基づく

管理職予備軍の抽出と実践での育成

(3) マネジメントの仕組み作りへの参画

営業力向上研修
営業心理学の実践強化

(1) 個人別人生計画と社員の自律化
(2) キャリアパスと職能長の設定

エキスパート職群と管理職群の区分
(3) 管理責任評価と管理職手当ての算定

管理能力評価
(4) 能力評価表、評価基準と能力給
(5) 個人別育成計画
(6) 事業計画策定法の高度化と

計画の週間管理の仕組み
(7) ミッションファイルと業績給
(8) 給与制度の見直し
(9) 各種規定集の見直し など

（マネジメントの仕組みの整備）
（管理職HR機能の強化）

(1) 仕事と作業の区分 → 正社員の仕事の高度化

(2) 作業要素のパートナー会社やパートへの切り出し

(3) キー技術の堅持、リーダーシップの確保

(4) チーム別作業者の配置と経営層への直接ルート化

（人件費の効率化）

営業力の強化

採用
HPの
高度化

役割分担に基づく
パートナー会社との
協力関係の仕組み

リスクマネ
ジメント力
の強化

ホームページによる
情報発信力の強化

ホームページによる
情報発信力の強化

管理職
予備軍の
積極参画

社員の能力向上がすべて

活用
活用新戦力の強化

商材の仕入先の拡大

（商材への目利き力の強化）

業績の向上にMBAのノウハウを活用

（○○事業本部）
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IT会社のマネジメントの仕組みの変革順の例

人生計画 → キャリアパスの設定

（心の明文化、将来どうなりたい）

各職能と職能長の設定

（職能制度）

(1) 能力評価基準、能力評価例の作成

(2) 資格取得の促進

(3) 等級に応じた能力給の設定

（能力評価制度と能力給）

職能ごとに
能力評価を設定

エキスパート職能

管理職能

（二大区分）

・
・
・
・

エキスパート職能の細分化検討

心を管理する職人

(1) 高度な仕事へのシフト計画の策定・管理

(2) 上司の権限委譲計画の促進と計画管理

(3) キャリアパス管理

（HR統括組織による人材管理）

(1) 会社を維持発展させる業績目標の設定

(2) 付加価値の高い仕事へのシフト目標の設定

（事業計画の策定）

(1) 業績目標のチームへの展開

(2) ミッションファイルのチーム別の設定

（業績評価の導入）

(1) 部門ごとの人事の硬直化の防止

(2) 部下の意思を最大限尊重する制度設計

（ジョブポスなど人事制度の柔軟化）

将来

途中でスキル転換

ステップ
１

ステップ
２

ステップ
３

個別
実施

(1) OJT、OFF-JTによる育成方法の具体化と上長の

管理責任評価表への盛り込み

(2) 営業手法の標準化と技術営業力の強化

（育成制度／個人別の育成計画）

(1) 会社の将来を見た必要人材スペックの設定

(2) 即戦力の中途採用と、新採の即戦力化

（人材採用計画の策定）

（３－１）

（３－２）

将来

マイスター
（カリスマ○○）

執行役員等

(1) 管理職予備群の抽出と育成

能力評価基準と事例集の作成に参加。

(2) 管理能力評価表と管理責任評価表の設定

① 管理能力評価表による管理能力不足への育成目標の設定

② 管理責任評価表での、業績目標・管理責任の設定

③ 評価に基づく管理職手当の決定

(3) 部下への育成責任への管理職評価表での明文化法の設定

（管理職能の活性化施策）

（２－１）

（２－２）

個別
実施

管理責任評価表へ
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課題項目と詳細内容 担当 具体的な進め方

１ ボーナス支給の条件設定と見える化 ○○ニュース11月号で開示予定

２ 現場の労務管理法の確立

(1) 公平なワークシェアの実施方法、休業時のスキルアップの育成計画

(2) 有給休暇と休業日の定義の明確化、取得方法の事例

(3) 積み立て休暇の活用法の明確化と事例

(4) お客様とのマネジメントレベル定例会での情報入手と、仕事の波の平準化計画

長期的な稼働計画、将来のお客様のシステム計画に伴う習得スキル／育成計画

(5) 閑散期に対する提案営業 （保守運用の高度化システム、通信商材の活用）

(6) 残業時間のチェック体制、チェック洩れの防止方法

(7) 時間単位の年休制度 （例：ＮＴＴにある２時間年休）

○○ (1)～(3)について基本ルールを再周知（10/1の経営会議で提起済み)

（4) (5) お客様対応の実施

(6) (7) 現場からの具体的な内容に基づき検討する。

３ 育成関連、新規採用・中途採用

(1) 社員スキル情報の活用法の検討 （スキルマップの作成検討）

(2) 若手社員の採用とノウハウ継承、これに伴う上の者の育成

（上の者のリーダーの実務経験での育成、技術営業へのシフト、PJ運営への注力）

(3) スキルシフト計画 （例：COBOL、アセンブラからの脱却）

(4) 新規採用・中途採用の促進

(5) 原価率死守に向けてのチェック項目の作成、実数字に基づく検討方法の研修実施

(6) 管理職および予備軍のPMP取得の促進も含めたマネジメント能力研修の検討

○○ すべて管理責任評価表で実施検討予定

新規採用は部門の長期計画に基づく人材像の確定が重要

（2015年4月入社を目指して検討中）

４ 社内のマネジメントの仕組みの整備

(1) 職能資格制度の早期確立と、降格者の戻しの方法の明確化

① エキスパート職能の分類と昇格基準・事例集の社員参加型での作成

② 個人の人生計画に基づき、頑張ると給与が着実に上がるシステムの構築

③ 評価結果のフィードバックの仕組みの確立と報奨制度の活用

(2) 現行の社員にさせている社内業務のたな卸し、費用対効果の精査

例： 実績考課面談は反映がなく無意味？ 社員労力をかけた資料の利用効果は？

(3) ○○システムの自社内で維持メンテできる仕組みの構築、クラウド化は？

(4) 出産・子育て中の時短社員などへの情報システム活用法の検討

(5) 現行のマネジメントシステム（MS)の問題の収集と検討

○○ (1) (2) 職能資格制度は管理責任評価表で実施検討

(3)～(5)は、社内の情報化の進め方の検討で実施中

５ その他、全社にかかわる事項

(1) 自社独自の商材とランニング収入モデルの創出

プロダクト開発、新規事業ＰＪ、アンドロイドビジネスの有識者でのチーム検討

(2) 帰社して集まる会議や社員が交流できる仕組み （会社への帰属意識、一体感の向上）

会社が一体感を持てる社内イベント （研修合宿、ボーリング大会・・・・）

(3) 会社を活性化させる仕組みの創出と牽引した人への評価方法の設定

○○ 東京支店からの提起だが、今後、関西での動向を見極める。

自社独自の商材は、別途のチームでの検討とする。

IT会社の社員から提起された課題と解決の活動計画の例
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IT会社の地獄絵図の設定と社員説得方法、自己啓発による意識改革

【趣旨設定の例】

１ 当社が置かれている状況

下図の通り、従来どおりの業務を続けると、いずれは経営が破たんする！

社員の平均年齢が４０歳を超えたため、緊急の対策が必要！

年齢がアップして、高収入が必要ならば、高収入の仕事を取ること！

￥

年

収益

将来、会社は
破たんする！

現在 将来

ボーナス無し
管理職給与10％減

ボーナス
あり

２ 対策の考え方 → 強みの換金能力が必須！

(1) 経験を積んで業務遂行能力が向上すれば、人件費は高くなるのが当然！

(2) でも、お客様からは、値下げ要求で、この人件費相当額がいただけない。

(3) ならば、業務遂行能力の高い人は、高収入の仕事へのシフトが必要！

(4) でも、高収入につながる新たな仕事を取る技能が無く、仕事が取れない。

(5) ならば、仕事を取る技能（営業力）を身につけるしかない。

(6) この力は、いずれ自分自身をどこでも通用する人間にすることができる。

強みの換金法を勉強しないと、いいように使われるだけの人間になる！

(7) 他の誰かが仕事を取ってくれるのではない！

仕事を取る技能を、自らが身に付けることが、自分の将来を開いてくれる！

お客様の困りごとの解消役にならないと高収入になれない！

→ 営業勉強会は全社員参加とするが、勉強は自己責任とする！

５ 技術知識・業務実施能力・商材知識

４ 営業心理学・聞く力・話術・コミュ力

３ 情報加工力・プレゼン力・理解容易性の創造

基礎

入力

出力

価値
創造

２ 価値創造力 （業績向上・コストダウン・・・）

１ お客様の経営課題の解決への寄与力

【勉強すべき内容の階層構造】
技術や業務経験を換金するために必要な能力は下記の通り。

お客様の経営課題の解決に寄与することが、最終的な目標になる。

お客様への付加価値の創造能力が、営業力と受注の原点になる。

【当面のカリキュラムの設定】

まずは、第３階層～第５階層の基本的能力の向上を図る。

講義で理解し、ケーススタディで、「明日起こるであろう状況」への対応力

と応用力を身に付ける。

下記に、トレンディな技術･商材知識、営業業務遂行に必要な基本知識など

の第５層目の勉強内容を加えて、カリキュラムとする。

回 講義内容 ケーススタディ

１ 技術営業のコツ ペーシングの卜－クのケーススタディ

２ 理解してもらう技術 意見がミスマッチのケーススタディ

３ 見積もりのチェック点 仮説提案のケーススタディ

４ 営業心理学の基礎 1/3 経営者向けの提案のケーススタディ

５ 営業心理学の基礎 2/3 会議が長引いたときのケ一ススタディ

６ 営業心理学の基礎 3/3 ２０億円のケーススタディ

７ 踏み込み力向上方法 コミュニケーション能力が向上する心理学

８

～

対人関係の心理学

1回～6回

食事へのお誘いのケ一ス、マグネットの告白のケース、
断られた時のケース、口癖、会話中のしぐさの心理学
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システム営業における顧客別の活動計画の記入例

【市場動向・他社の動向・自社の方針】

価格の安いインターネット回線に対する利用技術
の高度化の動きが顕著である。

広帯域の画像通信への参入が、広範に進められ
ている。

広帯域通信需要の高いソリューションビジネスを推
進して単なる回線売りではない、高付加価値ビジ
ネスを展開する。

最近、注目されつつあるＷｅｂカメラソリューション
に注力することが○○会議で決まった。

【お客の状況・キーマンの評価指標など】

この多店舗展開企業では、Ｗｅｂカメラソリューショ
ンによるセキュリティと遠隔での店舗経営チェック
へのニーズが高い。

店の売り上げのごまかし防止や、接客や陳列方法
の指導など画像通信が有効な経営手段になる
ケースが出てきて、注目度が高いと予想される。

社長のみならずエリアマネージャからのニーズも大
きく、エリアマネージャの仕事の効率化に伴う業績
向上に寄与することが可能である。

【自分として取り組みたい自発的要望】

ソリューションビジネスの分野に力を入れたいし、
お客様企業の経営面での効率化をお手伝いできる
ことで、経営層の信頼を勝ち取ることで、今後の大
きなビジネス獲得の第一歩にしたい。

経営の効率化は、自分としても勉強になるため、是
非この分野に取り組んで、会社の業績向上にも寄
与してゆきたい。

まずは、この会社のエリアマネージャの仕事上の
困りごとを理解することから始めたい。

今期の活動目標と実行計画 （P） （商品別・活動別） 目標金額 ％ 実績金額 活動内容の振り返り・課題（C）と今後の課題解決方針（A）

1

前期の他のビデオレンタルショップにおける利用の実績を踏
まえて、このお客をターゲットとして今期の目標を立てる。

○○タイプのＷｅｂカメラの利用が多いと期待されることから、
中堅どころのこの多店舗展開企業のオーナー社長に稟議書
レベルの提案書でアプローチをかける。（数字）

型紙営業としての活動を標準化して、○○のメンバが分担し
て活動する。仕事と作業に区分して、作業部分をアルバイト
に任せることで、営業の効率化を図る。（施策）

○○店

○○円 7
0
％

○○店

○○円

結果は、一部店舗での試行導入にとどまった。

振り返りとして、店舗経営での本ソリューションの数字レベルで
の経済効果を十分に示せなかったことが課題である。

利用技術が当方からも十分示せず、試験導入で得られた利用
ノウハウの共有させていただき、他への展開を図ることが来期
の活動目標となる。この共同研究を行うために、キーマンをしっ
かり押さえることが重要で、○○の取り組みを行うことが、今後
の課題である。

2
上記をきっかけとして、広帯域通信に必要となる光回線の全
店舗への導入を図る。（数字）

○○回線

○○円

7
0
％

○○回線

○○円

光回線の導入で、このソリューション以外の使い道が提案でき
るように研究を進めて、来期の提案書にまとめることが課題で
ある。

3
お客様社内の稟議書レベルの提案書のひな型を作るために、
このお客様のキーマンに何でも話が聞ける体制を作る。

この商材に対する提案書レベルでの、キーマンの判断条件
が網羅されていることが重要である。

内容面においてキーマンの満足度評価が80点以上のものを
作ることを目標とする。（施策）

80点 60点

キーマン自体もこのソリューションの利用により店舗の売り上げ
がどうなるか？の見通しに自信がなく、○○会議で十分な予算
確保ができなかった。また、遠隔での店舗指導の効果的方法
がまだ模索状態であることから、上記の共同研究の成果を早
急に盛り込んで、満足度評価を80点以上とし、他のお客様にも
満足いただける提案書に仕立て上げることが課題である。

4

5

受注可能性％
期待値合計：

注： 期待値とは（目標金額×受注可能性％）

お客様名： ○○○○○○
作成年月日：
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14

【リサイクルショップ展開会社での企業変革の事例】
（企業概要）

設立：平成20年、資本金：950万円、従業員数 ：正社員10名、パート等15名、
事業内容：愛知県４店舗を展開、古物商、リサイクル事業（ブランド品 貴金属
希少価値商品の売買が中心）

社長の主な困りごとは、「社内のマネジメントルールが確立されておらず、買い
取りの目利きが出来る人の育成と、販売力のある人材が育成できていない。」と
いう点である。

(1) アンケートで抽出した社員の経営に対する主な課題や要望事項
① 労働環境、仕事の分担、マナー

1) 仕事を覚え責任を果たそうとする人と、さぼっている人の差が激しい。
2) 仕事の分担と責任の所在の明確化、
3) お客に対するマニュアル対応の厳格化をしてほしい。
4) 毎日仕事の分担を決めてほしい。

② 給与、休暇
1) 個人の休む理由は気にせず、シフトを組めるようにしてほしい。
2) 手当にはどんなものがあって、自分には何がつくのか知りたい。
3) 昇給の基準がないので、テストをするならきちんと実行してほしい。
4) 資格手当を明確化して、資格やスキルごとの給与を見直して欲しい。

③ 育成方法、研修
1) 経営層とコミュニケーションが取れる場がほしい。
2) 教える側の責任の設定が必要である。
3) 平等に育成してほしい。育成のステップアッププランを作ってほしい。

(2) 企業変革の進め方
これらの社員の要望に対する企業変革の進め方を図８に示す。まず、自発性

を持ってもらうために、全社員が人生計画を作ることとし、社長ヒアリングに基づ
いて、コミュニケーションを図るとともに、個人別のキャリアパスを設定した。

(3) 主要検討課題の設定 （下記は優先順）
課題１： 就業規則／給与制度／有給休暇／責任評価に伴う手当などの改善

① 社内制度のあるべき姿について、社員の不満を集約して制度設計する。
② 役割分担と業績評価対象責任、個人別の責任項目と内容を設定する。
③ 業務の達成度を評価しボーナスまたは手当の形での月給を支給する。
④ 社員就業規則の改定、計画的な有給休暇の取得法、賞罰を設定する。
⑤ バイトの役目とそれに伴う評価方法、時給向上のルールを設定する。

課題２： 社長からはじまる、チーム別の業務責任設定と業績評価法の策定

課題３： if then ルールによる業務の標準実施方法の策定

課題４： 能力評価方法（スキル認定表）と運用方法の設定

（能力評価に伴う社員教育研修方法、新人教育方法の設定）

課題５： 人材採用法の高度化 （労働条件、給与制度などの明示）

（求人シート、エントリーシートの設定と、採用ホームページの活用）

課題６： 職場環境整備 （震災対策、監視カメラ、レイアウト変更など）

課題７： Webによる社内広報

(4) 具体的な検討課題解決の優先順とその実施内容

上記の主要検討課題の解決に向けて、以下の優先取り組みを順番に実施し

てゆくこととした。

① 現状の仕事の遂行方法の整理 （分課分掌規定の設定）

前工程、後工程の業務の規定と仕事の責任範囲を明確化し、「後工程はお

客様」とするプロセスを規定し、流れ図を作成する。 また、組織図とミッション

・部門責任者を整理し、果たすべき責任や受け渡しルールを明文化するとと

もに、解決すべき課題を明らかにする。

② 社内の情報伝達と情報共有の仕組みの確立

組織ごとに定める管理職者から展開される情報ルートを確立するとともに、

情報共有の仕組みとしての同報メールや社内Webによる伝達法も、 “if

then ルール”に基づいて決める。

③ 「業務がルールにより実施できる仕組み」の導入の基となる権限委譲のル

ール化

個人別の希望と適性に基づき、ライン（管理職：マネジメントの専門職）と、

スタッフ（専門職：ある技能の専門職）を区分する。ラインにある者の仕事の

役割分担および責任と権限を明文化して、本人のランクと要望にあわせて、

社長から展開される権限委譲計画を策定する。また、個人の決定事項に対

する上司へのレポートルールを明文化する。

④ 社員就業規則の追加修正と社内処分の事例集の作成

社員からの提案により、就業規則を追加変更できる制度を作り、社員就業

規則の追加修正のうえ、社内勉強会での理解の浸透を図る。 また、社内処

分について、社内のアンケートにより社員から寄せられる事例と罰則要望に

基づいて、社員就業規則の付則として設定し、また、社内処分が、処分対象

事実に基づいて行われる仕組みを作る。

リサイクルショップでの民主的な企業変革方法について
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⑤ 自分のために働く目標の明文化と社員の自律性の確立
過去を振り返って、「自分の長所を伸ばして、この会社でどうなりたいか？」を

人生計画として明文化し、今年の個人の事業計画を立てるとともに、個人別の
幹部ヒアリングをコーチングのスキルに基づいて、計画的に実施する。

⑥ 自分にあったキャリアパスと能力評価法の設定
総合職（管理職者）、 ○○の専門職、一般職にジャンル分けし、能力向上の

方向をジャンルに沿って定義して育成する。このために、能力評価の対象となる
ジャンルを決めて、評価指標を具体的な実施例を基に、社外資格、社内資格も
含めて定義する。また、管理職適格者の抽出とマネジメント研修を計画的に行
い、ローテーション人事による管理能力の向上を図る。

⑦ 個人別育成制度の設定
OFF-JTとしての社内教育と、業務上の教育であるOJTとを組み合わせる、

社内教育制度を、キャリアパス毎の育成目標にあわせて個人別に設定する。

⑧ PDCAに基づく事業計画の高度化
社内共有のビジョンに基づく中長期の事業方針と取り組みについて、過去の

事実を分析することで得られる「良いことはたくさんやる、ダメな点は直す」ルー
ルにより設定する。

⑨ 事業計画に基づく業績評価法の設定
月間活動計画や週間活動計画の基になる業績評価シートについて、グルー

プ被評価者と個人被評価者に区分して、業績目標を５段階で設定して評価点を
決める。 特に、管理職責任については、360度評価により評価し、管理職手当
てに対する評価とする。

⑩ 真の平等が実現する給与制度の設定
上記の⑥と⑨の評価法に基づいて、業績給、能力給、職位給（上に立つもの

の責任の重さへの対価）、基本給＆各種手当てなどを、ワークスタイル（パート、
契約社員、派遣社員など）に基づいてガラス張りとなるように設定する。

（社員満足度に基づく企業変革の成果測定）

企業変革がスタートして９カ月後、上記の(4)に示した検討課題の半分程度が
解決した時点で全社会合を開いた。ここで、社員に対して課題解決した内容を
説明したうえで、社員満足度のアンケートを収集した。その結果を図８に示す。
会社への満足度が、５．８ポイントから７．３ポイントへと大幅に上昇しており、図
９の右に示した社員意見も踏まえると、この民主的な企業変革活動の結果とし
て、十分な成果が得られているものと推測される。

（満足な点）

(1) アンケートに基づく改善が進んでいる

ので満足。

(2) 悪いところ、あやふやなところが少なく

なり、働きやすくなった。

(3) マニュアルが定まって大変良くなった。

(4) ルールに一本の筋が通って明確化さ

れ、素晴らしい。

(5) コミュニケーション不足が解消された。

(6) 社長にいろいろ書けるので良い。

今回： 平均：７．３

前回： 平均：５．８

３ ４ ５ ６ ７ ８ 10９

２

４

６

満足度

人数
･･･前回

･･･今回

前回から
９ヵ月後

図８ 会社への満足度へのアンケート結果

リサイクルショップでの民主的な企業変革方法について
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１ 困りごとの解決に基づく社内変革の基本方針の設定 （Ａ）

(1) 各人の困りごと → これを解決しようとすると・・・・

社内の基本制度の設定と優先順位の付与が必要

いつまでに誰が何をやると、この基本制度が確立するか？

社内の基本制度： 社員就業規則、 社内処分規定と事例、 社員教育制度、

社内資格制度、 能力評価制度と育成計画、 給与制度、

事業計画と業績評価制度、 退職（引退）制度 ・・・・

(2) 社内変革の道筋を示して、社員の困りごとが解決する将来像を、不安に思

っている社員に示すことで将来の希望を持っていただく。

これは、相談コーナーで、極力、みなさんに示してゆくこととする。

また、これの簡易版を取引先にも示し、安心していただくこととする。

(3) 過去との訣別と将来の方向性の決意表明が必須となる。

２ 会社のビジョン （100年目の節目に当たって） （Ａ）

(1) 社員は、会社のためではなく自分のために働くことから、経営者が設定する

経営理念やビジョンを参考として、自分のために働く目的を、人生計画として個

人別に明文化し、これに基づくビジョンを作成していただく。

(2) この個人別のビジョンの最大公約数を、会社のビジョンの基とし、これに古

典の知識などの裏づけを加えて、将来の会社のビジョンとして設定する。

印刷会社での企業変革施策例 （1/4)
３ 現状の仕事の遂行方法の整理 （分課分掌規定の設定） （Ａ）

(1) 前工程、後工程の業務の規定と仕事の責任範囲を明確化し、後工程は

お客様とするプロセスを規定し、流れ図を作成する。

営業を情報の発生源として、情報の流れのプロセスを設計する。

(2) 組織図とミッション・部門責任者を整理し、果たすべき責任や受け渡しルー

ルを明文化するとともに、解決すべき課題を明らかにする。

４ 社内の情報伝達と情報共有の仕組みの確立 （Ａ）

(1) 情報伝達の仕組みの例

組織ごとに定めるラインの者（管理職者）から展開されるルートを確立する。

また、同報メールや社内Webによる伝達法も、 “if then ルール”に基づい

て決めてゆくこととする。

(2) 情報共有の仕組みの例

例１： 朝礼での連絡事項はホワイトボードに書き、一週間は確認できるように

する。デジカメ写真を撮って保存することとする。

例２： 早急かつ確実な育成法の普及

「自分が目標とする人物の次の行動と発言を予測し、外れたら聞くこと」で

自分の行動や発言をレベルアップする育成法を全社に展開する。

例３： 上司の気に障ることを明文化した職場への張り出しルールの設定。

例４： 会議の高度化と効率化を目指した会議実施のルール化を行う。

営業 部門Ａ 部門Ｂ

（果たすべき業務内容）

（課題）

（受け渡しルール） （受け渡しルール）

（果たすべき業務内容）

（課題）

（果たすべき業務内容）

（課題）

（業務単位) （業務単位) （業務単位)

A： 来年上半期までに解決すべき課題 C： さ来年の上半期までに解決すべき課題
B： 来年下半期までに解決すべき課題 D： さ来年の下半期までに解決すべき課題
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６ PJマネジメント（業務のこなし方）の標準化 （Ａ～Ｄ）

(1) PJマネジメントのルールの設定

相談コーナーにおいて、目先の課題解決を行いつつ、ＩＳＯ９００１の規定を

参考に、順次仕組みを作って導入方法を検討する。

(2) 当面の設定ルールの概要

① 各自PJに携わる者の役割分担と情報共有方法を明確にし、担当者が行う

べき仕事の標準実施方法を設定する。

社内の失敗事例をもとに改善方法をこの実施方法に盛り込む。

② ＰＪ全体に責任を持つＰＭの役割を明確化する。

1) 品質・コスト・納期に責任を持ち、お客対応で最終決定をする。

2) 収支管理をもとに、給料の高い人から作業をパート等で取り上げる。

3) ＰＪへの人的リソースのアサインを円滑に行う。

正社員の作業を奪うことで仕事にシフトさせる。忙しいとは言わせない。

4) PJの問題発生時の、“if then ルール”を設定する。

③ ＰＪに作業実施者（パート等）を付け、その者の業務を明文化する。

1) 正社員に仕事をしてもらうための作業要素の社員からの剥奪

2) ＰＪにかかわる、標準化された各種の事務処理作業

3) ＰＪの管理作業業務（スケジュール管理、お金の管理・・・・）

4) スケジュール遅れなどのトラブルにおける上司への報告 （報連相）

ＰＭ

ＰＬ ＰＬ

担当 担当

・・・・・ パート等

作業実施者作業

作業実施者からの
if then ルール
に基づく報告

５ 権限委譲のルール化 （Ｂ）

「業務がルールにより実施できる仕組み」の導入に当たっては、権限委譲と

それに伴うレポートルールは必須となることから下記により進めることとする

。

(1) 個人別に、希望と適性に基づき、ライン（管理職：マネジメントの専門職）と、

スタッフ（専門職：ある技能の専門職）を区分する。

(2) ラインにある者の仕事の役割分担および責任と権限を明文化して、本人の

ランクと要望にあわせて、社長から展開される、下図のような時系列での権

限委譲計画を策定する。

(3) 個人の決定事項、会議での決定事項に分けて、個人の決定事項に対する

上司へのレポートルールを明文化する。

上司は、部下からの要望や質問に応える義務を明文化して、レスポンスル

ールを決める。

(4) 管理職の責任に伴う対価について、能力評価法と業績評価方法にあわせ

て設定する。 → 360度評価の試行実施

上記にあわせて、 スタッフのポジションにある者の業務遂行に伴う能力評

価法と業績評価法を設定する。

(5) ある組織のポストの管理職に適任者がいない場合は、今後、適任者を抽出

して育成されるまで、現管理職者に現状の職に留まっていただくように依頼

する。

現管理職者の“作業”をパート等に任せる取り組みにより、現業務を軽減す

ることができて、マネジメント業務が実施出来るように配意する。

項目 ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２ ＳＴＥＰ３

上司の仕事の
責任・権限

現状 将来

任せる仕事と

報告ルール

現状

権限委譲 権限委譲

A： 来年３月までに解決する最緊急課題 C： 来年下半期までに解決すべき課題
B： 来年上半期までに解決すべき課題 D： さ来年の上半期までに解決すべき課題

if then ルール
エスカレーション

印刷会社での企業変革施策例 （2/4)
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７ 社員就業規則の徹底 （罰則が無い職場は堕落する） （Ｂ＆Ｃ）

(1) 社員就業規則の追加修正のうえ、社内勉強会での理解の浸透を図る。

社員からの提案により、就業規則を追加変更できる制度を作る。

(2) 社内処分について、社内のアンケートにより社員から寄せられる事例と罰則

要望に基づいて、社員就業規則の付則として設定する。

→ 戒告、譴責（始末書）、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇

(3) 社内処分が、処分対象事実に基づいて行われる仕組みを作る。

例： 遅刻のような軽微な社員就業規則の違反については、ホワイトボードに

名前と反省文を書くような取り組みを行う。 （社内が引き締まる）

８ 職場の個別ルールの設定 （Ａ～Ｃ）

組織の長や社員要望で設定を検討する。

例１： ベカラズ集の作成

「○○さんは～をしてはいけない」というルールを決めて、周知し守ることを

必須条件とする。

→ 特に社長から始まるマネジメント層には、特に遵守を義務付ける。

（上告ルールにより違反の事実認定されれば始末書となる場合もある）

例２： 褒賞のルール化

上司に資金を渡して各部署での賞をもらえる企画を立てる権限を持つ方向

とするが、部下が納得してやる気を出すという責任を果たすこととする。

９ 社員の自律性の確立 （自分のために働く目標の明文化） （Ｂ）

(1) 過去を振り返って自分の長所を伸ばして、この会社でどうなりたいか？を人

生計画として明文化し、今年の個人の事業計画を立てる。

(2) 個人別の幹部ヒアリングは、上記のための必須業務として、コーチングのス

キルに基づいて、計画的に実施する。

10 仕事を取り、領域を拡大する営業体制の高度化 （Ｂ～Ｄ）

(1) 過去を分析した、お客に伝える情報のデータベースを作成する。

→ なぜお客は自社にお金を払ったのか？の根源の検討

（プロダクトエンジニアリングからセールスエンジリングへ）

(2) 強みに基づくお客に伝える技術の確立とWebによる営業の自動化設計を行

うとともに、Ｗｅｂ営業に適した社内の営業体制の変革を行う。

(3) 型紙営業の策定と実行を検討する。

→ 【業績＝質×量】のうちの、質（HOW：どのようにしてという行動目標）を

標準化して、社員のみんなで行う事業計画策定に含めて検討する。

11 キャリアパスと能力評価法の設定 （Ｂ～Ｄ）

(1) 自分にあった職種を、仮想体験研修とコーチングで理解のうえで設定する。

① 総合職（管理職者）、 ② ○○の専門職、 ③ 一般職

(2) 能力向上の方向を職種に沿って定義して育成する。

① 能力のジャンルを決めて、能力の指標を具体的な実施例を基に、社外資

格、社内資格も含めて定義する。

② 管理職適格者の抽出とマネジメント研修の徹底を行い、強制的なローテー

ション人事による管理能力の向上を図る。

12 事業計画の高度化 （100年の節目での設定が重要） （Ｂ～Ｃ）

(1) 過去の立案法を改革して、PDCAに基づく高度な策定法を確立する。

(2) ビジョンに基づく中長期の事業方針を、過去の事実に基づいて策定する。

(3) 個人の事業計画を束ねて、自発的な会社の事業計画にする。

「良いことはたくさんやる、ダメな点は直す」ルールで高度化する。

A： 来年３月までに解決する最緊急課題 C： 来年下半期までに解決すべき課題
B： 来年上半期までに解決すべき課題 D： さ来年の上半期までに解決すべき課題印刷会社での企業変革施策例 （3/4)
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13 業績評価法の設定 (会社と社員の契約） （Ｃ＆Ｄ）

(1) 月間活動計画／週間活動計画の基になる、MBOのコンセプトに基づいて、

ミッションファイルとして展開する。

(2) 職種ジャンルごとに、グループ評価者と個人評価者に区分して、業績目標を

５段階で設定して評価点を出す。

(3) 仕事と作業に区分して、正社員がやるべき仕事を、個人の希望に沿って、

上司と部下のコミュニケーションに基づいて明文化する。

(4) 管理職責任について、360度評価により評価し、管理職手当てとする。

14 給与制度のガラス張り設定 （真の公平の実現） （Ｄ）

社内変革ができて、始めて給与制度に真の平等が実現する。

(1) 業績給、能力給、職位給（上に立つものの責任の重さへの対価）、基本給＆

各種手当てなどをワークスタイル（パート、契約社員、派遣社員など）に基づ

いて設定する。 → 評価法が確立されて実施が可能となる。

(2) 正社員とパートの違いは基本給のみとし、パートといえども、業績給、能力

給は正社員と同じにするような意欲向上策を採用する。

15 社内教育制度の設定 （Ｃ）

(1) キャリアパスに沿った個人別育成制度にあわせて、OFFJTとしての社内教

育を、業務上の教育であるOJTとを組み合わせる。

(2) マネジメントの教育により経営を仮想体験学習し、管理職の仮想体験からキ

ャリアパスを自己認識出来るようにする。

(3) キャリアパス毎の育成目標を個人別に設定する。

個人の事業計画に基づいて、自発的に学ぶべき基本的なビジネススキル（

技能）を設定する。 （上司には部下への育成責任が設定される）

16 近未来のビジネスモデルの策定と試行 （Ｂ～Ｄ）

(1) 過去の惰性ビジネスのスクラップアンドビルドを実施する。

この上で、会社の強みのＤＢに基づくネットサーベイを実施し、お客がお金

を払ってくれる強みから、周辺に手を出すモデルを作る。

(2) ビジネスプラン作成ノウハウの習得して、収益に確実につながる情報加工を

行う。 （ＶＢとしての社内起業のノウハウの習得が必須）

(3) ビジネスを遂行する人材育成／外部調達を行う。

社内の 適性者の抽出と育成計画書の策定および、ＳＴＡＲ手法に基づく人

材採用法の高度化を行う。

17 人材採用方法の高度化 （Ｃ）

(1) 人材の採用の必要性を精査して、仕事の効率化、人件費の効率的使い方

ができているかどうかの検証を行うことが採用の前提条件となる。

(2) 性格や素質を仕入れるため、会社や組織の状況を見て、採用すべき人のス

ペックを決め、ＳＴＡＲ手法により、判断する仕組みを取り入れる。

(3) 採用のホームページに、社員育成制度など、社内制度の確立していること

を示して、自分の人生が任せられるしっかりした会社であることを明示する。

18 日々の課題管理ルールの設定 （Ｂ～Ｄ）

(1) 定例の部門内やPJ内会議で、今週の活動方法をディスカッションすることに

より、情報共有、意識の統一と、行動の適正化による人件費の効率化、小さ

な問題の解決、上司へのエスカレーションなどを検討する。

(2) 部門やPJに与えられた課題を、どのように解決してゆくかの、マイルストー

ンの毎週のチェックとして位置づける。

(3) 部門内の朝礼の励行とホワイトボードへの書き出しより、情報共有を確実な

ものにする。また、幹部も参加した巡回朝礼により意識づけの向上を図る。

A： 来年３月までに解決する最緊急課題 C： 来年下半期までに解決すべき課題
B： 来年上半期までに解決すべき課題 D： さ来年の上半期までに解決すべき課題印刷会社での企業変革施策例 （4/4)
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１ チラシで何を知らせてきたの？

何を目的にしたチラシか？ を最初にはっきり書いて、見る人に
心構えをさせる。

あわせて、日程であるいつからいつまでを入れる。

例１： モデルハウス公開のお知らせ （○○～○○まで）
例２： 最終分譲のご案内 （
例３： 現地見学会開催のお知らせ

２ ちゃんとした会社なの？ 売り込まれて変なことにならないの？

信頼できる会社であることを最初にはっきりさせる。
会社の売り文句はしっかりここに入れる。

例１： 地元密着21年 3000棟販売の実績
例２： 設計からアフターサービスまで社内一貫体制であなたを

サポート
例３： 国内最高等級の「強い家」で安心をおとどけ
例４： 展示場では係員は売り込みは一切しません。

お客様の疑問にお答えするだけ、安心してご覧ください。

３ どんな家が見られるの？

家の写真を入れる。
間取りは裏面参照にして、見どころつき間取りで裏面に入れる。

４ その家の、何が見どころ、または特長なの？

例： ○○が実際に見れますので、勉強になります。
実際の見学の見どころは裏面にあります。

検討中の人に、来てもらうために見学による効果を興味を引
く売り文句とともに記載する。

５ どこに行けば見られるの？

表紙に物件と一緒に、以下のように記述する。
「○○駅徒歩○分 駐車○台可 （詳しい地図は裏面参照） 」
裏面に場所が分かりやすい地図を載せること。

６ 行ったら何をもらえて、何の情報が入手できるの？

自由設計やオプションのメニュー冊子や、「採用してよかった、
不要だった」の体験談の冊子を無料配布するべく用意しているこ
とを伝える。

例： 当社独自のかわいい住宅アイテムを集めた、「かわいい
特集」冊子がもらえます。

７ 行った後、どんなことがあるの？

裏面に、紙面があれば創作したお客の声を入れること。
ストーリーの例：

見学がきっかけで、親身なアドバイスをしてもらえて、最初
は迷ったが、今では質がよくて手ごろな値段の、大満足の家で暮
らしています。アフターサービスもばっちりです。

８ 自由設計ってどんなことをしてもらえるの？

担当者の顔写真をだして、「私が親身にアドバイスします」を入
れる。その下に自由設計の例を入れると分かりやすい。

９ もっと詳しく知りたいのだが？

裏面の下にお問い合わせ、会社概要、付属情報を入れる。
こだわりの「強い家」など自社の特長をまとめて示す。
お問い合わせには、受付担当の女性の顔写真が有効。
ＵＲＬをたたいて、詳しいサービス情報が出てくるようにすること。

住宅販売会社のチラシ作成支援 （お客の思考の導線設計）
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アルファベットが読めない
読めない文字は邪魔！
意味も不明 の文字がここに必要

室内に人がいないので、親近
感がなく、そらぞらしい。
家でくつろぐ自分が
想像できない

売り文句の
トップライトを
吹き出しで
大きく書く。

イメージ写真は
左に置くこと

何が自由設計なのか？
さっぱりわからない。

重要な売り文句が
コントラストが悪く
小さい文字で読めない

理解不能な
キャッチフレーズ
生活クリエーションって
何のこと？

英語は読まれない。

フリープランって何のこ
とか理解できないし、
読みづらい

コントラストが悪く
家の特長が
読みにくい

解説に書いてある
一般用語は使用禁止！
具体的に何のことか
わからん。

理解不能な
キャッチフレーズ
センシブルな景観
って何？

チラシがいかにお客に不親切かの例示
－ 格好をつけるのは劣等感の裏返し －

人がいないので
使用実感が
わかない。

ビフォー
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ロゴ

展示場では係員は売り込みは
一切しません。
お客様の疑問にお答えするだけ。
安心してご覧ください。
○○○○

何を案内するチラシか？
を明記する。

安心を訴える

○○○○のご案内
－ ○○日～○○日の公開 －

地元密着21年
3000棟販売の実績

信頼できる業者
であることを訴える

図形で印象付ける
インパクトあるロゴ

設計からアフターサービスまで
社内一貫体制であなたをサポート！
国内最高等級の「強い家」で安心を実現！
全邸住宅性能評価書つき！
自由設計であなたの夢を形に！
○○

金賞マーク

ロゴに関連して
会社の売り文句を入れる

無料
ご見学に来られた方に
自由設計の例と、お客様の利用
実感の特集冊子を差し上げます！

約20％～25％
金賞マーク

【○○が参考になる見学です】

○○駅から徒歩○分 （下記の地図を参照ください）

駐車場○○台可（事前連絡いただければ確保します）

地図

公開している棟の地図
売り文句

○○販売㈱

ロゴの下に
社名

(1) バルコニーの多い開放的な設計

(2) 開放的なアプローチ

(3) 明るいトップライト採用 （裏面参照）

(4) 広い小屋裏収納 （裏面参照）

(5) 無電柱化を実現した景観

２線利用可！ ○○駅まで○○分
○○スーパーまで○○ｍ
○○小学校まで○○ｍ

（○○のこだわりを実現） （○○が充実した景観）

家の写真は左に入れる

【この家のご見学のポイント】

写真
写真

なるべく人を入れて
暖かいイメージ なるべく人を入れて

暖かいイメージ

（○○のこだわりを実現）

写真

なるべく人を入れて
暖かいイメージ

○○円 ２階建て ３ＬＤＫ

敷地面積
建延面積
・・・・

来場のメリットを訴える

値段などの情報は
最初に書く

色下地の上に
白下地で文字を入れる

色下地はすべて
暖色系にして
親しみやすさを出す！
暗い色は使わない！

写真を出した理由を
書き込む

自分がそこに入って
未来予想させるようにする

分かりやすい地図

ロケーションの売り文句

見学のポイントを
しっかり書く

来場方法を書く

写真を出した理由を
書き込む

見学の簡単なメリット
を書く

地図に関連した
分譲区画と
モデルハウス位置

アフター
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このトップライト
が明るい生活を

サポート

○○畳の
広い３階収納

トップライトで
明るいリビング

大型車でも
ラクラク駐車

私が責任者の○○です。
わが社の工務部がお客様要望を実現するべくき
め細かく対応しています。
下記のような自由設計の例があります。
(1) ペット同居の○○
(2) 介護のための○○・・・

ご参考になる「やってよかった／いらなかった」集
の冊子を無料で差し上げます！

顔写真

【ご見学のポイント】

国内最高等級耐
震の太いはり

広々とした
○○畳のリビング

新基準の強い家 安心の一貫体制

顔写真
先月入居の
○○様のお話

情報の固まりごとに
背景色を変える
黒や灰色は使わない！
暖色系のみ使用

お客様の声を書く

お問い合わせ／ＵＲＬなど

自由設計の参考に
なる「かわいい写
真集」を無料で差し
上げています。

（裏面）

責任者の顔写真を
出すと安心できる 見学がきっかけで、親身なアドバイスをしても

らえて、最初は迷ったが、今では質がよくて手
ごろな値段の、大満足の家で暮らしています。
アフターサービスもばっちりです。

自由設計の内容を
具体的に書いて
無料冊子を入手
したくなるようにする

自社のＰＲポイントは
大きく打ち出す

会社案内は
黒の下地にしない

他に無い無料冊子を
強調する。

一貫体制をお客のメリット
の視点で書く

お問い合わせ
ＵＲＬを書く

見どころを書く

会社案内

見どころを書く

アフター



含浸複合食材のビジネス化の例

１ 技術の特徴
（１） 食品含浸技術＝液体を食材に染込ませて複合化し新しい食材を

創出する技術「Organic Nano Composite®」である。

（２） 食品含浸技術の特徴
① 真空や加圧を用いることで、加熱せず鮮度を保持したまま各
種機能性液体成分を含浸し複合食品化する。

② 含浸に適した液体成分を開発して従来は浸透しないといわれ
ていた高含水食材を複合化する。

③ チョコレートやバターなど高分子高粘性液体を含浸し複合化
する。

２ 製造法
食材と液を持ち込んで、受託加工で含浸させる。りんご大だと１５

０個（プロト機）で１バッチ２０～３０分で加工できる。
一般の方法より含浸時間の短縮が可能となる。

３ 応用方面 〔すべての調味料や香料となる液体が当てはまる〕
（１） 食べる者にサプライズ（驚き）を与える食材とする。

（一切れ２０円のコスト増でデザート目当てで客が来てくれれ
ばレストランは大助かり）
① リンゴやなしにワイン（バニラアイスとでデザートに）
② リキュール類を染み込ませた食べる酒
③ ほたてにチーズ
④ まぐろに魚油でトロにする。

（２） 甘味不足などで、捨てる食材の甘味増強に利用する。
① イチゴ、りんご、梨などの果物類、各種農産物、各種甘露
煮など。

② 食味の品質を一定とするための加工、ヤキイモのサツマイ
モへ甘味料を付加して品質の標準化を行う。

（３） 全く新しい機能の追加ができる。
①保存性、冷凍特性、解凍特性の向上（イチゴにシロップなど）
②煮くずれしない。（大根へおでんのだし）
③染み込ませなかった食材への含浸（こんにゃくへおでんのだし汁）

（４） サプリメントとしての栄養素の含浸ができる。
① 卵にビタミンを付加
② カルシウム、制ガン剤の付加

４ 受託加工のプロセス（大量に加工する食材がポイント）
ステップ１：研究開発協力
ステップ２：試作生産 （テスト販売用など）
ステップ３：受託量産加工

５ 商品例、技術応用例
（１） ホワイトストロベリー

フリーズドライ苺の中にホワイトチョコレートを完全浸
透し、かつ苺表面には一切チョコレートがなく、外観は普
通の苺という究極のスイーツである。
〈特徴〉
生の苺は日持がしない。フリーズドライ苺の外側にチョ

コレートをコーティングしたものについても内部が乾燥し
ているため（水分を吸収する余地があるため）、賞味期限
はせいぜい１ヶ月ほどである。ホワイトストロベリーでは
苺の繊維１本１本まで完全にチョコレート（油脂）が浸透
して固着しているため６ヶ月間などの賞味期限が可能であ
る。また従来あるコーティングタイプの菓子とは全く異な
る食感や風味を有しており、またインパクトもある。

（２） スッポン健康温泉玉子
殻を割るとレモン３個分のビタミンＣやスッポンエキス、

かつおダシなどが既に卵の中に入っている健康温泉玉子で
ある。
〈特徴〉
通常のビタミンやミネラルなどを多く含むいわゆる特殊

卵と言われるものは、鶏の餌にそれら成分を混入させて卵
に移行させている。しかしながら、ビタミンＣについては
それが不可能とされており、また当然かつおダシなどを入
れることもできない。また餌代として高いコストがかかる。
弊社食品含浸技術を用いることで、生卵に殻の上から各

種機能成分を含浸させ、その後殺菌の意味もあり加熱調理
することで様々な機能性温泉玉子を製造することが出来る。
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（３） アルファ焼芋
「どれをとっても甘い」という大量流通に適した焼芋で、
糖液を生の薩摩芋に生の状態で含浸させ、その後焼成を行
うことで実現できる。
〈特徴〉

焼芋を美味しく焼くためには、焼成温度や時間、オーブ
ンの仕様なども含め熟練した専門家でも非常に難しいとさ
れている。薩摩芋に含まれるデンプンの糖化（アルファ化）
をコントロールするのが難しいことと、そもそも天然の素
材である薩摩芋の品質にバラつきがあるためで、よって大
量流通させるには品質面で困難とされていた。

また、薩摩芋は糖度を高めるために収穫後1ヶ月間以上キ
ュアリングという一定温度、湿度環境に保存するという工
程を必要とする。食品含浸技術を応用することでキュアリ
ングの必要がなくなるばかりか、通常よりも甘い焼芋を製
造することができ、「ハズレ」がなくなる。また、冷凍流
通すれば電子レンジ調理で焼きたての美味しい焼芋を再現
でき、大量流通するのに非常に適した焼芋を提供すること
が出来る。

（４） 湯戻り特性の良いインスタント食品用調味具材
乾燥前の段階で機能性の糖類などを含浸させ、その後乾

燥させるなどして得られる「湯戻り特性」に優れたインス
タント食品の各種具材である。
〈特徴〉
インスタント麺などに使用される野菜や加工食材は、湯を

かけて短時間で「戻る」必要があるが、素材によっては長時
間を必要としたり、また湯戻りしないものがある。食品含浸
製法を用いることで短時間での湯戻りを可能にしたり、また
湯で戻る際にスープがにじみ出てくるといった具材を製造す
ることが出来る。

６ 事業の戦略
（１） ミッション

① 喜びと感動と共有する。
② 新しい食の世界を開拓する。

（２） ビジョン
圧倒的な複合食品化技術」をバックボーンとして持つ、

「開発型原材料メーカー」の位置を世界で勝ち取る。
例えば「アミノ酸の味の素」、「機能性糖類の林原商事」

のように「複合食品のエフコム」として認知される。

（３） 経営戦略
顧客ニーズに基づいた新食材の開発、及び自社提案型の

食材の開発・製造・販売（半製品、原材料としての）の２
つの事業を核に置いた、食材の技術開発とマーケティング
を担う付加価値創造企業としてグローバルにビジネスを展
開する。

（４） ビジネスモデル
含浸技術をベースにした食材の開発・製造・販売に必要

なビジネスプロセスのノウハウをもち、半製品の製造・販
売やライセンス供与を行う。

次ページ以降のビジネスプラン例は、その後、以下の
発展を遂げています。

① 会社設立後１年間で資本金１億２,５００万円へ。
（準備金含まない）
② 会社設立から２年後の本年５月には更に２億５千万円

の第三者割当増資実施。
③ 会社設立から２年半後の本年夏には生産と研究開発拠

点になる「イノベーションセンター」を開設。
④ 大手食品メーカー等の「秘密兵器」的存在として知名

度が高まる。（新聞、テレビ等へのマスメディアへの露
出も多々あり）･･･（現在）

⑤ 会社設立から３年目で年商１億５千万円以上（見込み）
⑥ 会社設立から４年目で７億円以上（見込み）
⑦ 会社設立から５年目で１６億円以上（見込み）＆株式

公開。
⑧ 会社設立から６年目で３０億円の見込み。

（ 現実のビジネスの状況 ）
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(7)設立年月

含浸複合食材のビジネスプランシート例

１．作成者

２．会社概要（既に事業を行なっている法人や個人の場合のみ記入）

連
絡
先

事
業
内
容

(1)各種機能性含浸剤の開発、製造、販売
(2)各種受託含浸加工
(3)各種複合材料の開発、共同開発
(4)独自食材の開発と販売

売
上
構
成

製品・技術・サービス名

受託含浸加工

各種含浸剤販売

含浸食材の販売

○○年 ○月

○人〔内訳：正社員（ ○ 人）、その他（ ○ 人）〕

氏
名

経
歴

食品加工工業

比率

70%

15%

15%

主
要
取
引
先

取引先名

(1)会社名

(2)所在地

(3)ＵＲＬ

(4)業種

(5)事業内容

(6)代表者

(8)従業員数

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

部署

住所

電話･FAX

E-mail

(9)経営方針

(10)資本金

(11)業績(計画)

資本金 ○ 万円
◆株主構成

◆取引金融機関等

取締役工場長

金融機関名 支店名

持株シェア持株数株主(法人・個人) 

発行済株式数合計

会社との関係

70,000株

営業課長

常務取締役

代表取締役

専務取締役

66.7％

21.3％

4.3％

1.7％

1.7％1,200株

1,200株

3,000株

14,900株

46,700株

当期計画

18,000 

4,500 

主要製品・技術・サービス名

各種受託含浸加工

各種含浸剤

2002年実績2001年実績

17,441 

3,804 

18,167 

4,475 

売上高(万円)

粗利益(万円)

売上高(万円)

売上高(万円)

売上高(万円)

粗利益(万円)

粗利益(万円)

粗利益(万円)

売上高合計(万円)

粗利益合計(万円)

税引き前当期利益(万円)

税引き後当期利益(万円)

総人件費(万円)
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食品含浸技術に関する起業化

（１） 事業の名称

② 製品・サービス等の概要（簡潔明瞭に記載）

特徴：主に真空／加圧を用いた食品含浸技術
(1)食材を加熱したり塩漬けしないで各種成分を浸透することができる。
(2)加熱や塩漬けを行っても浸透が難しかった食材に各種成分を浸透すること

ができる。
(3)高粘性液体を食材に浸透させることができる。
(4)従来の食品加工時間を飛躍的に短縮したり改善したりすることができる。
新会社での営業品目
(1)各種含浸食材の販売先との共同開発
(2)各種複合食材の受託加工
(3)各種含浸食材／含浸剤の製造、販売
(4)自らの複合食材の商品化と販売

③ 事業目標 （売上目標や株式公開の時期等、できるだけ客観的にわかりやすい数値指標で
記載）

(1)新会社設立から○年以内に年商○億円以上
(2)○年以内に年商○億円以上
(3)200○年に株式公開予定

株式公開の希望： 有 ・ 無 公開時期： 200○年 月

（３） 対象市場

各種複合食材の受託加工について

(1)高付加価値食材とされるデザート、菓子、珍味、栄養補助食品、機能性食
品メーカー等○○社、△△社、××社が顧客としてのターゲット（各社と
も契約が○月までに終了予定）

(2)食品業界において、「試作」を研究室レベルではなく、「地域限定」など
での実際の販売、及びそこでの市場性確認をチェックするため、地域で有
名な○○社を顧客とする。

(3)顧客が加工装置を購入し、その後市場調査を行うのでは、顧客が多大なリ
スクを背負うことになる。受託加工が可能になれば顧客は低コスト／低リ

スクで新食材の開発を行うことができる。

① ターゲット顧客（主要な顧客は誰で、どのようなメリットを提供するのか記載）

② 市場性（市場規模、市場の成長性・将来性等について記載）

(1)従来ありえなかった新食材を提供することが可能であり、また、その種類
は多岐にわたる（複合食材：母材と各種成分のコンビネーション）。
(2)現在急成長している健康食品、機能性食品の他、高付加価値食材とされ
るデザート、菓子、インスタント食品、珍味などの食材に応用した場合、
加工費だけで○○億円の市場となる。
(3)受託加工や装置販売を行いつつ独自に新食材の開発、市場調査（テスト販
売）を行うが、「ヒット商品」を1品種だすことで、○○食品のケースを
想定するとその市場規模は○○億円となる。

③ 市場参入の時期、競合他社の状況、大手企業参入の可能性

(1)新会設立：200○年○月とし、食品業界に参入する。
(2)受託加工開始：200○年○月1号機（小規模）稼動開始、○月2号機稼動開

始（競合なし）
(3)装置販売：現時点の見込みとして200○年度中に某大手菓子メーカー及び

加工卵メーカーから○○万円規模の受託加工を受注の見込み（競合なし）

（２） 事業の概要

(1)従来技術（含浸技術を用いた各種複合素材の開発、製造など）の応用と
して新規テーマ「含浸複合食材」に関する技術開発を開始した。従来にはな
い まったく新しい食品加工技術を確立、様々な新食材の開発に成功した。

(2)当初は「食品含浸装置」の製作／販売のみを検討したが、大きな反響が
あり、見込み客が拡大している。そこからの強い要望、及びその市場性から
「食品含浸」をトータル的に請負い、自らも商品を創出する新会社を設立
するに至った。

(3)下請負見込み会社は大手を含む○社。

(4)いろんな含浸食品を１つづつマスコミへ発表して知名度を上げる。

① 事業を行なう目的（社会的背景、動機等、事業を行なうための必然性について記載）
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(1)比較的シンプルな加工プロセス及び
装置であること。

(2)現時点で食品業界に精通していない。

（４） 製品・サービス等の特徴

１．技術概略：食品含浸工程概略

液体の浸透圧を用いず、気圧を用いて液体の含浸を行う方法でイチゴな
らば１バッチ2,000個で15分で完了する。

２．従来の食品浸透技術との違い

(1)基本的に加熱や冷却、塩漬け／砂糖漬け（共に液体の浸透圧を利用）を行
う必要がない。

(2)塩分や糖分を加える必要がない。

(3)野菜や果物などは、常温にてその鮮度を損なわせずに各種成分を浸透する
ことができる。

(4)○○などの栄養成分などを破壊せずに(加熱などによる)浸透させることが
でき、サプリメントに有効である。

(5)乾燥食材及び低含水率食材（○、○、○など）に△、△、△などの高粘性
液体を浸透させることができる。

(6)処理時間が非常に短く（従来漬物業界などでは○○時間から○日などの浸
漬工程が当たり前だが、○分程度で浸透させることが可能）、また液を再
利用できる。

① 製品・サービスの内容
（従来と対比しプロセスの違いや移行方法など、わかりやすく図で記載）

② 製品・サービスの特徴（他と比較した優位性・弱点を記載）

◆優位性

◆弱点

弱点 解決する手段方法

(1)特許出願の継続。（出願済計○件）
(2)食品加工、流通、営業、マネージメ
ントなどのスペシャリストを確保。

優位なポイント 優位性を実現する根拠 維持するための手段方法

(1)従来にはない新食材
が製作可能。

(2)従来の加工技術を飛
躍的に改善。

(1)過去に実現した例がな
い。

(2)業界で求められていた
技術である 。

(1)特許出願の継続。
(2)自社内で加工を行い

ノウハウの流出を防
止。

（５） 売上げ見通しとその根拠

１．現況及び200○年予定
(1)イチゴについて食品メーカーにサンプル配布／ヒアリング実施中であるが
、○○社への受託含浸加工開始：200○年○月とし、○個／月で試作量産
し、良好な結果が得られれば、今後は○個／月（売上げ○百万円／月）
で試作量産し、良好な結果が得られれば、今後は○個／月（売上げ○○
百万円／月）の生産の方向で契約打合せ中である。
(2)従来の契約者及び現在ヒアリングを行っている中から高付加価値食材／ブ
ランド力の高いメーカー等を選出、受託前に将来的な取決めも含めて契約
締結することとする。（○年○月までに３社の予定で１年以内に○○百万

円／月の売上げを目標とする ）
２．受託加工体制
(1)食品の流通、加工、品質管理などに精通したスペシャリストを確保する。

（この人件費として初年度○○円／月を見込む）
(2)賃貸工場にて稼動開始する。当面は○ラインを確保（後に○ラインまでは
増設可能な工場を仮定する）
(3)高付加価値食材の量産試作／テスト販売用食材の受託に限定する。
(4)原材料／パッケージ材／パッケージ機材／販売ルート／広報など全てを顧
客もちとする
(5)新会社では含浸加工のみを実施する。
３．独自商品の開発及びテスト販売
受託加工を軌道に乗せつつブランドを強化し、独自商品及び販売ルートの開
発、生産／販売を行う（200○年以降、開発は随時実施）
４．株式公開の時期：200○年

◆事業の収支計画（本ビジネスに限定）

年度 200○年度

240,780万円

累積利益

利益

売上高

原価

人件費

設備投資費

広告宣伝費

その他

経

費

▲5,603万円

▲ 万円

84,990万円

24,600万円

6,051万円

9,200万円

23,620万円

92,319万円

113,115万円

101,320万円

29,480万円

16,800万円

6,451万円

5,640万円

16,550万円

26,399万円

20,796万円

41,040万円

16,200万円

5,690万円

10,563万円

1,080万円

13,110万円

200○年度 200○年度
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（６） 資金計画（本ビジネスに限定）

(1)初年度の設備投資は主に工場、1号機（現在のデモ機）の改造、2号機（2
号機以降は生産能力が1号機の約6倍）の製造、研究費用などとして○○万
円を想定する。これにより、1号機の試作量産（地域限定）で可能性を見
出した市場に、2号機以降で大規模（全国）展開を図る。

(2)200○年に1号機で最初に行う試作量産は、最も高付加価値な商品で、事前
にその将来性が確認されたものとする。○万円の費用を見込む。

(3)２年目に○万円かけて完成する3号機が完成する時点で自社独自商品の生
産、販売を開始する。

(4)尚、事業開始から２年目、３年目には大口受注の見込みに基づいて、３年
目には収支は良好なプラスに転じる。

(5)戦略的な事業展開を持続するためスペシャリストのための人件費を初年度
○○万円、２年度○○万円、３年度○○万円と十分に確保する。

(6)事業計画に基づくソリューション型融資で○○金融機関などから○○万円
の調達を見込む。○○銀行○○支店長から好感触を得ている。

必
要
経
費

初年度 ２年目 ３年目年度・月

設備資金

運転資金

合計

自己資金

借入れ

出資

合計

資
金
調
達

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

万円

※ 投資された資金の具体的な使い方と事業推進に果たす効用を記載

（７） 事業を行なう上でのリスクや課題

リスク要因と課題 取り組み

① 大量生産で成立する事業のため、
その価格設定加工費と、バッ
チあたりの個数の設定を間違
えると行き詰まる。

② 受託処理（顧客向け量産試作）
では、「売れないからドタキャ
ン」という事態が生じると回転
率が悪化する。

③ 量産試作でヒット商品が確立さ
れた後、そのテーマに関する事
業を継続させること。

① 事前に綿密なコストシミュレー
ションを顧客と一緒に行う。

② 事前に十分な商品開発及び処
理技術の確立を行っておく。当
面は中堅から大手規模の顧客を
対にする（試作でも大量生産の
ため）。

③ 大量生産へ移行しても受注でき
るよう、即応体制を整備し継続
的に利益を得られるよう、事前
にアクションプランを練り、契
約等交わしておく。

その他（撤退基準の考え方など）

２号機でこの当初予定の見込みが
達成できない場合は、各方面と相談
して撤退について検討する。
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（８） 事業成功に向けたアクションプラン（売上げ向上の課題の例）

何を・誰が いつまでに（実施スケジュール）

売
上
高
向
上
の
課
題

１
号
機

随時 ○月上旬 ○月末 ○月 ○月

事前実験
商品開発

２
号
機

随時 ○月 ○月 ○月

事前実験
商品開発

１ 下記の事項を軸に社内で戦略を練り、ターゲット顧客を
リストアップ、働きかけを行う。（Ａ、Ｄ氏）
(1) 自社開発にて完成度が比較的高く、高付加価値商品に

成り得る新食材の優先度を検討する。
(2) 高いブランド力や知名度、販路を有する顧客を発掘する。
(3) ○～○月にかけて将来的な取決めも含めて顧客と契約

交渉、契約締結終了を目標とする。

○月 ○月

○月

商品の
絞り込み

量産技術
の確立

1号機改造
の手配

工場試運
転

1号機稼動
開始

2号機設計
の開始

2号機製作
の手配

2号機試運
転

2号機稼動
開始

２ 経営コンサルや金融機関等の協力のもとビジネスプラン、
アクションプランを決定する。（Ｂ氏）

ブラッシュアップ：随時、アクションプラン決定：～○月

３ ネット販売の新会社設立（Ａ氏） ～○月末

～○月末

～○月末

４ 本社兼工場候補地の選定及び決定（Ｃ氏）

５ 事業展開に必要な資金調達の目途を立てる（Ａ氏）

６ スタッフの補強（Ｄ氏） （１）正社員～○月：～○名（食品スペシャリスト）
（２）正社員～○月：新たに～○名
（３）パート～○月：～○名追加
（４）パート～○月：新たに～○名

商品の
絞り込み
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支店の経営課題と対策 1/5

１ 事業計画「支店３ヶ年計画」関連

（１) 事業計画全体について

① 全体の方向付け

１） 「支店３ヶ年計画」の積極的取り組み

ⅰ）全社員が明確に、稼働とコストへの意識を持つ。

ⅱ）コスト低減のためにＱＣをフルに活用させる。

２） 「支店３ヶ年計画」の前倒しによる加速度計画を策定する。

３） 収支（率）の改善に向けた具体策の策定とアクションプランの作成

アクションプランの毎週の見直しの実施。

４） 厳しい経営環境・経営課題の一層の浸透（危機意識の共有）

問題のあるチームへの戦略的人材を投入する。

５） 競争に打ち勝つ体質に向け人の適材適所を見た体制に大きくシフトする。

６） 収入の確保と費用の節減策（労務費等）の継続・強化

７） 年度の経営方針を継承発展・緩めることなく推進する。

「競争に打ち勝とう」の意識の徹底を図るため、早期に全職場で勉強会等

を実施させる。

８） 低迷支店からの早期脱却をみんなの知恵を結集して実現する。

仕事の見直しによる要員スリム化及び直接部門（現場）へのシフト。

９） 高収益の支店になる。

ⅰ） 全社員がセールスマン・社員誰に聞いてもサービスメニュ－がお客

様に説明できるよう運動、そして実行する。

ⅱ） 担当毎の業務に見合った社員数の徹底した見直しと業務目的別ＰＴ

を作る。 （一年間の各販売ＰＴを支店長の指名書で担務する。）

ⅲ） 仕事そのものを分析して稼働負荷になる要因を見直す。

社員でしてはいけない“作業要素”は派遣社員等にシフトする。

（社員による作業は禁止。禁止すべき作業要素を規定する。）

② 具体的事項 （各人のミッションファイルへの落とし込みを行う）

１） 重点経営目標が「営業」に集中しているが重点目標のない担当もあり

社員育成の観点からも望ましくない。

支店長が定める重点項目と、各担当が定める重点項目を、チャレン

ジ項目とは別に必ず設定する。

２） 達成目標年度の収支の数字への意識付けが弱い。中期計画の年

度別施策が具体的となっていないため年度計画が刹那的である。

収入計画は担当部門の計画が検討されているが、収入に見合う費用計画

はマクロ的に実施されているので大きな課題である。

ⅰ） 各担当毎別の仕事のやり方の変革内容を現時点で明らかにする。

ⅱ） これに基づく各担当の収支計画（特に稼働と支出）を明らかにする。

３） 収益を上げ経費を節約し生きたお金を使う。例えば時間外の使い方に

未だに消化主義的傾向が見られる。

管理職は自分の部下が何をしているか分かっていない。

毎週のアクションプランから、徹底的に洗い出す。

４） 中期事業計画の、具体的なシュミレーション

ⅰ） 収支それぞれの細分の項目毎に、精緻な分析手法により納得できる

データに基づいた年度毎収支計画を策定する。

ⅱ） その年度別の延びを（特に努力ベースで積み上げていく部分について）

どうやってクリしていくか？

みんなで知恵だしした裏付けと具体的な行動計画とで明らか

にする。

ⅲ） ３～５年後の各担当のあるべき姿を具体化し、その達成に向けて

各年度毎にどこまでやるかを、逆線表で明確にする。
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（２） 経営基盤の安定化・収入の拡大・販売体制の強化

① 収入の確保・拡大

１） 経営の基本である「収入の確保」、「お客様サービスの向上」に関する意識
にアンバランスがある。

ⅰ） 収益に寄与した過去のイベントを徹底的に分析して、自社の強みを

生かす成功要素から導き出される目標額設定を支店長と擦り合わせのうえ

決定し、事業計画の中に繰り込む。

ⅱ） お客様サービスに従事する層を早急に厚くする育成計画を立てる。

２） どんなＰＴを設置するかを社員全員へ周知徹底して手を上げさせる。

３） 中期をにらんで行動計画へのシュミレーションをし、どこに収益のポイント

を置いてアクションするかを考える。（過去の新規顧客を徹底分析する）

② 販売体制・販売力の強化

[販売体制・販売力全般]

１） 営業担当への人員傾斜配置に向けた作業のアウトソーシング。

２） 社員一人当たりの「稼ぎ高」を測定する仕組みでの改善度評価を行う。

３） 視野を広く持つ体制の充実 （本部と協力した分析・検討ＰＴを立ち上げる）

４） ハイエンドから単体まで、幅広い注文に対応出来るセールスマンの育成。

５) コストを意識した販売

ⅰ） 提案型営業の強化、 ⅱ） 技術力のアップ

ⅲ） 販売後のアフタ－と、これらを重視した人の教育・配置を行う。

[企画・戦略の強化]

営業企画と戦略の強化（マーケット分析の徹底・市場戦略）と各担当への取り組み

方を指導する。過去を分析した成功する販売方法の標準化とその普及を図る。

[ ビジネス分野・システム販売の強化]
企業コンサルできる体制強化、大口ユーザ等への提案活動拡大

③ 具体的販売施策の強化

[市場分析の強化]

１） マーケット分析の徹底（大・中・小企業を業種・層別・組織別に分析）とお客

様データの整理。

２） 過去の新規顧客はなぜ、わが社にシフトしてくれたのか？

逃げたお客はなぜ逃げられたのか？の徹底分析をする。

市場セグメントによる、売れ筋商品の把握と市場動向の分析を行った上で

の、地域企業ニーズに合わせた販売戦略を確立する。

３） マーケットの把握とマーケットに合わせた営業活動の展開。経験と勘だけに

たよる営業活動から、戦略的科学的営業活動への脱皮。お客が

入れ食いとなるまでの情報の徹底分析による営業稼働の効率化。

４） 現場への経営情報の提供（経営情報システムから毎月情報を取り出す）

[お客様情報の管理強化]

１） お客様情報の共有化と、一元管理（営業部門だけでない）

２） お客様の情報収集から管理維持までの流れをDBにする。

３） 大事なお客にはAM（アカウントマネージャ）をつけるとともに、今年度

のアクションプランであるAMプランを個人ごとに作成する。

[個別施策の提案・検討]

１） 費用対効果を見極める手法の勉強会を実施する。

２） マンネリからの脱却、新たな戦術の掘り起こし・メリハリのある販売を

促進する。このための、徹底的に分析して入れ食いになるであろう

新規顧客リストを作成し、アクションプランで拡大を図る。

わが社によりメリットを受けているお客様会社の競合他社を攻める。
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３） キャンペーンの、ターゲットの絞り込み・準備の強化・責任者の適正配置。
４） お客様が集まる支店を目指して、ＰＲ（イベント）を実施する。
５） お客様が集まる場所で、宣伝・販売活動を実施する。

（他企業等のイベントに便乗する）。

（３） 費用の節減
① 費用節減全般

１） 費用の徹底見直しと従来からやっている施策の徹底見直し。
（レク経費・販売経費・光熱費） ゴルフなどの効用をチェックする。

２） 月次の管理で異常値を捕らえて分析し、ムダを無くす。

３） 費用の有効活用
仕事を見直すべき優先順位をつけて実行し節減する。

４） 業務の見直しを行い、無駄な費用を省く。
各課担当業務を見直し、余計な資料等を作っていないかの内容チェックと
仕事の質の精査を行う。

禁止すべき作業要素は職場に残っていないか？

② 労務費の節減
１） 費用の約４０％を占める、労務費のスリム化。支店内の人員配置について

同規模支店との各種指標による比較を行う。

２） 毎週のアクションプラン打ち合わせで、効果の高い稼働のかけ方の知恵だ
しを行い、最も高い社員の人件費の有効活用を行う。

効果の高い（低い）稼働の活用法の情報共有をおこない、まねっこ作戦を

考える。日々の朝礼とたった５分の個人別フォローを全員に行うこと。

２ 競争相手への対策強化関連

（１） 競争相手対策強化全般

１） ベストサービスとは何か？の追求と信頼の確保の具体施策の検討。

２） 具体的な反撃対策の検討とアクションプランの作成、毎週の見直し実施。

３） 社員に危機意識をうえつけた上での販売シェアの拡大、社員

の販売意識の徹底。

各部門の人脈掘り起こし、各個人の知人・友人等人脈カード作成

４） 新しいタイプの競争が現実的な問題として社員にどう影響が出てくる

か、社員個人にはどうすべきか? を本部と知恵だしを行う。

５） お客様に対し、如何にサービスグレードを上げて自社放れを防ぐか？

ⅰ） 「基本に帰ろうシリーズ」の再徹底を図り、サービスグレードのアップを
図る。

ⅱ） ミッションファイル活用による改善度の管理・個別クレーム状況把握と、

マイルストーンによる徹底したＯＪＴ管理・個人指導の実施。

（２） 体制強化
1) 競争者との競争に打ち勝つための体質強化（自社の強さ・弱さを検証し

自力強化を図り、体質改善を個人のアクションプランに織り込む）。

２） お客の取捨選択に基づき、戦う戦場を決めて、競争者を迎え撃つ特化
戦略を確立する。捨てる客の見極めを支店長ときちんと行う。

３） 問題がわかっている社員の意見をも管理者自身が謙虚に把握し、実
行すること。

「管理者が考えたら」ではなく、ＰＴ等には係長・担当者も入れ全員
参加型にすること。

本当の自社の攻めの姿を支店長自身の行動で打ち出し、社員も
一緒に行わせる位にすること。 （社員も期待して見ている。 ）

（３） 個別対策の提案・検討
① 広告・ＰＲの強化

それらしい比較広告により、地域企業に対し、積極的なＰＲを強化し自社の
存在を認めて貰う。

② お客様対応・訪問の強化

１） お客様訪問による自社の利点説明のためのツールの作成

２） 地域とのつながりDBを活かした、大口利用者・代理店等への対応
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３） お客様を層別化して全社員に割り振る。競争者対策の教育をしアクション

プラン、営業日報でお客様対応を日々考えるように仕向ける。

３ 社内組織体制・要員等の見直し
（１） 支店内組織・体制・要員の見直し

① 要員・体制全般
１） 新たな事業運営に向けた、具体的な施策の実施

体制検討委員会で検討した運営体制移行年度毎の具体的な問題点の洗
い出しと対策を、各人のミッションファイルとアクションプランに盛り込む。

２） 要員の効率的配置

仕事を洗い出し、仕事と作業の区分による業務の見直し改善を行う。
作業量に見合った派遣やアルバイト要員を配置する。

個人の事業計画により、会社を利用して自分はどうなりたいのかを
主体的に考えさせる。希望にあう業務を優先的にミッションファイルで設定する。

作業を大胆にアウトソースして、社員が行うべき高度な“仕事”を確定する。

３） 一人当たり労務費勘定における改善度の把握
より高度な高収益稼働にシフトしているかの、成果評価をする指標を決定し

ミッションファイルに盛り込む。派遣社員の費用に見合う利益を上げて
いるか？ が、大きなチェックポイントになる。

４ 「経営風土の改革」関連
（１） 社員の意識改革

① 社員との対話等の継続実施
１） トップ及び各管理者と社員との対話等を、今年に継続して徹底的に実施

２） 意識改革を更に進めるために、中高年を中心に研修会・対話会等を
計画し実践する。

② その他の意識改革施策

１） ミッションファイルとアクションプランで社員一人ひとりに、数字のチャレン
ジ項目を設定し、個人ごとの大企業病の克服に向けた取り組みを行う。

３） 自担当のあるべき姿の本音のディスカッションを進める。

若手社員を議長にして、自由な意見が出せる、聞いてもらえる風土を作る。

管理者はちゃんと聞いて、レポートすることで評価される。

（２） 「他に学ぶ」施策の強化
まねっこ施策の実施と種々の改善活動を具体化して自担当での
アクションプランに盛り込んだ毎週の積極的な水平展開の実施。

（３） 組織間の連帯強化（全担当の連携）
１） 担当毎のまとまりは在るが、支店全体の一体感が薄い。

計画的に担当間を越えた業務を体験させて一体感を
植えつけると共に他部門の業務知識を習得させる。

２） “後工程がお客様”というデリバリーチェーンが機能しているのか
早急に問題点を洗い出し充実・強化を図る。

（４） 能動的な業務の遂行

１） 課長管理職のマンネリ化防止
先輩管理者の他企業研修の実施。

２） 課長の自責業務の一人実施、年２件程度
自分の責任とする業務の問題を他担当・部下に頼らず、データの収集

から対策までの実施まで全てを課長が１人で実施。

５ 「基本に帰り足元を固めよう」関連

（１） 足元を固める
「基本に帰り足元を固めよう」の後フォローの実施。

「基本に帰ろうシリーズ」の支店長講座を係長・担当者にも実施。
マニュアルによる事務処理のアウトソース定着状況調査を実施。

（２） マネジメント・ルールの徹底等

１） マネジメント・ルールの徹底とマネジメント・サイクル（報告・
提出）の厳守。小チームでのアクションプラン打ち合わせの徹底。

２） 徹底的な原因分析と抽象化による根本原因への対策をせず

短絡的な対策を実施していることの洗い出し。
対策そのものの見直し。

３） 支店マネジメントの熟成。前年度の「基本に帰ろうシリーズ」は、
成功を収めているので、今年度はこの熟成を図ること。
前年度に打ち出した既成路線に自信を持ち、信念を持って当たること。
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（３）日常管理の強化 （ミッションファイルとアクションプランを基盤として実施）

１） 日常のコミュニケーションや日報を徹底させ、そのレベルアップを図る。

２） 末端までの業務機能展開と階層別（役職～一般社員）の役割分担

及び責任の明確化。これに基づく管理項目・水準値・サイクルの

設定とＰＤＣＡの実施。

３） 業務時間管理を徹底する。素早い対応はタイム・イズ・マネーに

つながる。スケジュールの効率化と徹底した業務の時間管理を行う。

仕事に追われることのないようメリハリをつけて、スケジュール化すること

で仕事を行う。

やらない仕事をはっきりさせて、新しい仕事のスケジューリングをする。

（４） 業務の見直しと改善

１） デリバリーチェーンの見直しを行い、無駄な費用を省く。

ABC分析（あらゆる業務を人件費コストに置き換えて業務の費用対効果を

見る）による余計な稼働・資料等をチェックする。

２） 本部からの依頼業務についても、稼働対効果をみた社内取引に

するようギブテク交渉をする。

３） 仕事の改善見直しの実施。明るく活気のあり職場作り（仕事の流れ・

タスク間の流れの見直しを基とし、ベストオフィスの推進強化）。

個人を尊重する職場環境の整備。

４） 営業業務の見直し（報告類・送付リスト等の見直しが遅れているため、

ファイル類が多く職員の意識差による無駄な仕事がある。早い時期に

無駄な仕事の指導改善を実施し仕事のスリム化を図る。）

（５） 地域対策の拡大・充実

１） 行政・地域企業とのコミュニケーション充実

部課長レベルの交流会の拡大、朝餉・夕餉会等の開催。

２） 本部主催の地域密着活動をどう利用するか？に知恵を出すこと。
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（６） ＱＣサークル活動の強化等

１） 全員で行うＱＣ活動は、現状において意識付けには有効であるが、大幅な

コストを要している。

（思想は理解出来るが実務レベルでは、効果と費用比較で大幅な

マイナスである。）

ⅰ） 真に改善意欲のあるＱＣメンバによるＱＣ活動

ⅱ） 職務命令によるＱＣ改善行動とＴＱＣ・ＱＣサークル活動の質向上

２） ほどよい緊張での他部門との交流による相互啓発の実施と、管理・

監督者の心構えの強化。理論付け→納得→実行のプロセスの実現。

６ 人材育成関連

（１） 育成全般

１） ミッションファイルに、社員個々人の向上心を掻きたてる自己啓発の取り

組み（第一人称で考え実践する能力を養わせるため、自分を何か一つ

向上させる：ワンランクアップ）の育成目標を設定じ実行管理をする。

２） 管理職のミッションファイルに、社員のスキルレベルの向上の目標を

明記することで、育成が管理者責任であることを明確化する。

３） 個人育成計画に基づいた日々の育成hの反映を行う。

（２） 層別育成・テーマ別育成の強化

１） 層別に育成していく方法の検討と実践と複合業務・エキスパート育成

の実施。

２） ハイエンドから単体まで、幅広い注文に対応出来るセールスマンの育成。

３） 主査・係長等のマネジメント能力醸成の取り組み

主査・係長の業務能力・人間的魅力・センス等の素養を身につけさせる

ため、支店長講師による研修（四半期に一回程度）実施する。

４） 「管理者土曜勉強会」を継続し、管理者のマネジメント力を更に向上

させる。
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