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1 水産業界の供給動向

� マグロ漁獲量の国際規制

日本近海を含む北太平洋海域のクロマグロ

の資源管理を行う「中西部太平洋マグロ類委

員会（WCPFC）」は，２０１８年９月７日に日

本が提案した漁獲枠拡大提案を見送り閉会し

た。WCPFCは，漁獲規制を決めて管理し

ている。

北太平洋のクロマグロ資源量は，１９６１年

の約１７万トンをピークに減少し，２０１０年に

は１万２０００トンと９３％減少した。乱獲によ

り激減したマグロ資源を回復させるため，多

くの地域漁業管理機関が設立されている。主

要な管理機関と主な対象魚種は，下記のとお

りである。

・インド洋マグロ類委員会

・全米熱帯マグロ類委員会

・大西洋マグロ類保存国際委員会

・中西部太平洋マグロ委員会 等

マグロ以外の主要な管理機関を例示すると，

・北太平洋遡河性魚類委員会（サケ・マ

ス）

・南極海洋生物資源保存委員会（オキア

ミ）

・ベーリング公海漁業条約（スケソウダ

ラ）

・北西大西洋漁業機関（エビ） 等

乱獲により減少した魚類資源の回復のため，

数多くの漁業管理機関の管理下で，魚類の水

揚量の増加は期待できない。

� 減少する卸売市場取扱高

中小企業診断士

長谷川 勇

●図表－１ 卸売市場の取扱額の推移
単位：億円

中央卸売市場
地方卸売市場
（消費地）

合計

年度 取扱額 比率 取扱額 比率 取扱額 比率

H１３ ２５，８６９ １００．０ １０，３５９ １００．０ ３６，２２８ １００．０

H１４ ２５，２０６ ９７．４ ９，８８６ ９５．４ ３５，０９２ ９６．９

H１５ ２３，４７７ ９０．８ ９，４５６ ９１．３ ３２，９３３ ９０．９

H１６ ２２，７３５ ８７．９ ８，８６２ ８５．５ ３１，５９７ ８７．２

H１７ ２２，０３５ ８５．２ ８，４１０ ８１．２ ３０，４４５ ８４．０

H１８ ２１，７７９ ８４．２ ８，６５７ ８３．６ ３０，４３６ ８４．０

H１９ ２１，１０７ ８１．６ ７，８１６ ７５．５ ２８，９２３ ７９．８

H２０ ２０，０１４ ７７．４ ７，３８７ ７１．３ ２７，４０１ ７５．６

H２１ １８，２７５ ７０．６ ７，０８５ ６８．４ ２５，３６０ ７０．０

H２２ １７，５９７ ６８．０ ６，７４３ ６５．１ ２４，３４０ ６７．２

H２３ １６，７５８ ６４．８ ６，９２５ ６６．９ ２３，６８３ ６５．４

H２４ １６，０３９ ６２．０ ６，６６５ ６４．３ ２２，７０４ ６２．７

H２５ １６，０１４ ６１．９ ６，９６４ ６７．２ ２２，９７８ ６３．４

H２６ １５，３８９ ５９．５ ７，２７０ ７０．２ ２２，６５９ ６２．５

H２７ １５，９２１ ６１．５ ７，２５７ ７０．１ ２３，１７８ ６４．０

出典：H２８年度卸売市場データ集 H２９・６ 農水省

利益計画

マグロ仲卸売業のモデル利益計画
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●図表－２ 沿岸漁船漁家の経営状況の推移
（単位：千円）

漁労収入 漁労支出 漁労所得
漁 労 外
事業所得

事業所得

２００６ ６，７１６ ３，９３８ ２，７４２ １２２ ２，８６４

２０１１ ６，０８７ ４，０４８ ２，０３９ １７２ ２，２１０

２０１２ ６，１４１ ４，１００ ２，０４１ ２９７ ２，３３９

２０１３ ５，９５４ ４，０６０ １，８９５ １８４ ２，０７８

２０１４ ６，４２６ ４，４３６ １，９９０ １５９ ２，１４９

２０１５ ７，１４８ ４，５３６ ２，６１２ ２０９ ２，８２１

２０１６ ６，３２１ ３，９７３ ２，３４９ １９５ ２，５４４

出典：平成２９年度水産白書

●図表－３ 海面養殖業漁家の経営状況推移
（単位：千円）

漁労収入 漁労支出 漁労所得

２００６ ２１，１０６ １６，０３０ ５，０７６

２０１１ ２４，０４８ １９，８２１ ４，２２７

２０１２ ２２，９５８ １８，９５７ ４，００１

２０１３ ２３，３１７ １８，２５８ ５，０５９

２０１４ ２５，５３７ ２０，１２９ ５，４０７

２０１５ ３０，１８４ ２１，９６９ ８，２１５

２０１６ ３２，９２８ ２２，８９２ １０，０３６

出典：平成２９年度水産白書

漁業資源の減少と漁獲規制の影響は，卸売

市場の取扱額に反映されている。

平成１３年度から平成２７年度までの１５年間に，

中央卸売市場は３８．５％減少し，地方卸売市

場（消費地）は２９．９％減少し，合計で３６％

減少している。

注目すべき点は，中央卸売市場と比較して，

地方卸売場の減少率は，８．６ポイント少ない

ことである。大手量販店や飲食店チェーンは，

大手水産会社や輸入商社から直接仕入れる量

が増えている。その結果，卸売市場経由率は，

平成１３年度の６２．５％から平成２６年度には

５１．９％へと１０．６ポイント減少している。

� 経営状況の推移

中央卸売市場や消費地の地方卸売市場の取

扱額の減少は，生産現場である沿岸漁船漁家

の所得減少の反映でもある。

漁労収入は，年度により上下の波はあるが，

減少傾向を示している。漁労収入の減少傾向

に反して，漁労支出は増加傾向にある。２０１６

年の漁労支出の減少は，油費の減少が大きく

貢献している。漁船漁家の経営面から，原油

価格の動向は目を離せない。中期的には，漁

労所得は減少傾向にある。

海面養殖業の経営は，沿海漁船漁家の経営

状況とは様相が異なる。漁労収入は，増加傾

向にあり，２００６年の２１百万円から１１年後の

２０１６年には３３百万円と５７％増加し，経営規

模が拡大している。漁労支出は，１６百万円か

ら２３百万円と４４％増加しているが，漁労収

入の増加率５７％より少なく，漁労所得は

９７．７％と倍増している。海面養殖業は，沿

岸漁業と比較して，原油価格騰落の影響を受

けにくいメリットがある。

� 減少する漁業就労者数

世界的な漁獲量規制の流れと漁業資源減少

の流れを受けて，我が国の漁獲量は減少傾向

にあり，漁船漁家の経営状況は悪化し，漁業

の魅力度は低下傾向にある。魅力度の低下を

反映して，漁業就業者数は減少の一途を辿っ

ている。

●図表－４ 漁業経営体数と就業者数の推移
単位：万経営体，万人

年
海面漁業
経営体数

漁業就業者数
内６５歳以上

万人 比率

H２０ １１．５ １００％ ２２．２ １００％ ７．６３４．２％

H２１ １０．８ ９４％ ２１．２ ９５％ ７．６３５．８％

H２２ １０．４ ９０％ ２０．３ ９１％ ７．３３６．０％

H２５ ９．５ ８３％ １８．１ ８２％ ６．４３５．４％

H２６ ８．９ ７７％ １７．３ ７８％ ６．１３５．３％

H２７ ８．５ ７４％ １６．７ ７５％ ６．０３５．９％

H２８ ８．２ ７１％ １６．０ ７２％ ５．９３６．９％

H２９ ７．９ ６９％ １５．３ ６９％ ５．９３８．６％

出典：漁業就業動向調査 農林水産省
東北大震災の影響があり，H２３，H２４は掲載してい
ない
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2

●図表－５ 生鮮魚介類１世帯当り年間支出額

2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
千円 55.0 50.3 45.4 45.1 45.8 46.5 45.8 43.6

0.0

20.0

40.0

60.0

出典：総務省「家計調査」

●図表－６ 食材摂取量の消費者動向

40.7 36.3

15.6 13.4 12.6
4.0 4.4

9.1 11.4 13.8

増やしたい 減らしたい

魚介類 大豆・
大豆製品

鶏肉 豚肉 牛肉

出典：平成２９年度水産白書

3

直近の１０年間に，経営体数は１１．５万から

７．９万へと３１％減少し，漁業就業者数は２２．２

万人から１５．３万人へと３１％減少している。

業界の魅力度低下の影響により，若者の就業

者が減少し，高齢者率は３４％から３９％へと

５ポイント増加している。平成２７年と平成２８

年の全国平均の高齢化率は２６．６％と２７．３％

であり，漁業就業者の高齢化率は約１０ポイン

ト高い状況にある。

水産物の需要動向

� １世帯当り消費金額

魚介類の１世帯当たりの年間支出額は，減

少傾向にある。２００７年から２０１７年の１１年間

に５５千円から４３．６千円と２１％減少している。

漁獲量の減少と支出額の減少は，魚介類生

産者にとりダブルパンチで，漁船漁家の経営

状況悪化に反映されている。

� 食材摂取量の消費者動向

消費者の健康志向や高齢化を反映して，増

やしたい食材として魚介類（４０．７％）や大

豆・大豆製品（３６．３％）が挙げられている。

減らしたいは，わずかに４．０％と４．４％に過

ぎない。肉類（鶏肉・豚肉・牛肉）は，増や

すことも減らすこともなく現状維持としてい

る。

魚介類の摂取量を増やしたい意向にもかか

わらず，生鮮魚介類への支出額が減少傾向に

ある原因は，調理に関する不満の大きさにあ

ると思われる。不満点を挙げると，

・調理の仕方がわからない

・生ごみの処理に困る

・小骨が多い

・下処理が大変で匂いが困る 等である。

消費者の健康志向と高齢化を，販売増進の

チャンスととらえて，魚介類の調理への不満

解消策を講じれば，消費拡大の余地は十分に

ある。

水産物の流通構造の変化

� 従来の卸売市場の機能

卸売市場は，生鮮食品である農林水産物の

集荷・分散がその主要な機能である。従来の

産業構造は，小規模多数の生産者と小規模多

数の小売業者の間で，卸売市場が効率的に集

荷・分散機能を果たしてきた。

農林水産物は鮮度が生命線であり，地域の

生産物を地域の小売業者に流通させるには，

地域の卸売市場が仲介機能を果たすことが効

率的であった。

� 産業構造の変化

農林水産物以外の業界では，産業構造の変

化に対応して，卸売業の水平合併が長年にわ

たり継続し，大規模卸業者が誕生し小規模卸

業者の淘汰が進行している。

その背景には，製造業者と小売業者，飲食

業者の大規模化がある。全国展開するチェー

ン店に商品を供給するには，卸売業者も全国
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●図表－８ 魚介類の購入先の変化

62｠

29｠

3｠ 2｠ 4｠

49｠
40｠

3｠ 4｠ 3｠

39｠
48｠

4｠ 6｠ 3｠

25｠

55｠

5｠ 9｠ 6｠
17｠

64｠

6｠ 9｠ 5｠
14｠

64｠

5｠
11｠ 6｠

一般小売店 スーパー 百貨店 生協･購買 その他

昭和49 昭和54 昭和59
平成6年 平成11年 平成16年

出典：総務省「全国消費実態調査」

●図表－９ 水産物の市場経由率の推移

年度 市場経由率

H１４ ６１．２

H１６ ６２．９

H１８ ６２．５

H２０ ５８．４

H２２ ５６．０

H２４ ５３．４

H２６ ５１．９

的に商品を供給できるネットワークが必須の

条件である。

水産業界においても，卸売市場の卸売業者

や仲卸業者は，全国展開する小売業者や飲食

業者のニーズに対応するには，自らが全国展

開できる経営規模が求められている。一般消

費者の魚介類の購入先は，小規模経営の一般

小売店が１４％まで減少し，チェーン展開す

る大規模スーパーが６４％になっている。

しかし，卸売市場法の保護は，全国展開に

意欲を持つ卸売業者や仲卸業者にとり事業展

開の「制約」となり，卸売市場の取引シェア

の低下を招いている。市場外流通率の増加，

すなわち市場経由率の低下である。卸売市場

の取扱額の減少（図表－１）は，市場経由率

の低下で加速されている。卸売業者の集荷力

と仲卸業者の販売力が，改善の鍵である

� 生鮮マグロと冷凍マグロの流通経路

�生鮮（冷蔵）マグロは，産地卸売市場から
消費地卸売市場経由で，仲卸の迅速な分荷

機能に依存する市場内流通が主流である。

�冷凍（マイナス６０℃）マグロは，市場外
流通が主流である。大手商社や大手水産会

●図表－７ 流通経路

大手
水産会社 生産者

産地
卸売業者

買付業者

仲卸業者産地　卸・
小売業者

消費地
卸売業者

加工業者

仲卸売業者加工業者 売買
参加人

鮮魚
小売業者外食産業 量販店

消費者 消費者・・・従来の流通経路
・・・新たな流通経路

輸入商社 海外輸出

消費者
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�

1

社は，自社所有の冷凍倉庫を有し，ニーズ

に応じて市場を通さず出荷している。

モデル店A社の概要

会社の概要

組織形態 株式会社

資 本 金 １千万円

従 業 員 ６０名

組 織 本社・加工工場

業務内容 マグロ仲卸業

年 商 ７億７千万円

外部環境分析

当社を取り巻く外部環境を，PEST分析と

５フォース分析で明らかにする。

� PEST分析（マクロ環境分析）

・政治環境の変化

産業構造の変化により，卸売市場制度は制

度疲労を起こし，市場外流通が５０％を超え

る勢いに対処し，H１６年に卸売市場法を改正

した。�委託集荷原則の廃止，�商物一致原
則の緩和，�手数料自由化などの規制緩和が
行われた。

地球規模での漁業資源の減少傾向と，国際

的な漁業資源保護意識の高まりにより，資源

の回復傾向を見せているクロマグロでも，漁

獲枠拡大の日本提案は国際機関で拒否された。

当面，厳しい漁獲量制限は継続されるものと

予想される。

・経済環境の変化

流通構造が変化し，�水産物専門小売店の
減少，量販店のシェア拡大，�大手水産会社・
大手商社の取扱高シェアの増加，�水産物資
源の減少，�魚介類の消費量の減少などが生
じている。

・社会環境の変化

健康志向・高齢化の進展により，�魚介類
消費志向の高まり，�しかし，消費者の低価
格志向もあり安い輸入肉類消費量は高止まり

傾向にある。

・技術環境の変化

漁業資源の減少や漁獲規制の動向に対応し

て，マグロの完全養殖に成功し，市場への出

荷が開始されている。成魚になるまでの生存

率が向上し，経済性の向上と出荷量の増加が

好循環を発揮している。技術力の向上により，

不足する天然マグロの供給力の不足を，完全

養殖のマグロで補完することが期待されてい

る。

マグロの冷凍技術・解凍技術の向上で，冷

凍マグロの鮮度とうまみが向上している。

� ５フォース分析（ミクロ環境分析）

・競合企業の競争力

冷凍マグロの陸揚げ地である B水産地方

卸売市場は，集荷量が継続的に減少傾向にあ

る。同市場でセリ・入札に参加する同業の仲

卸業者は，取扱量の減少と同質化で，経営は

苦境に追い込まれている。

真の競合者は，市場外取引をしている大手

水産会社，輸入マグロを取り扱う大手商社や

他の卸売市場の仲買人である。競合者は，チ

ェーン展開をしている大手量販店や飲食店に

対し，強い供給力を発揮している。

・仕入先の交渉力

マグロ資源の減少，漁獲量規制の強化で，

供給量は減少傾向にある。需給バランスは，

需要超過の状況が継続しており，漁業経営者

は強気の立場を維持している。

卸売市場の設備の老朽化と衛生環境は悪化

していたが，市場開設者である地元自治体は，

設備を改修し衛生環境も改善し，集荷力が好

転し，需給バランスの改善が期待できる。

・販売先の交渉力
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●図表－１０ 養殖マグロの出荷実績

天然種苗
由来（t）

人工種苗
由来（t）

合計（t）

H２４ ９，３９５ ２４４ ９，６３９

H２５ １０，１２０ ２７６ １０，３９６

H２６ １４，３２６ ３８７ １４，７１３

H２７ １３，８８１ ９４３ １４，８２４

H２８ １２，５６３ ８４９ １３，４１２

出典：H２８年国内クロマグロ養殖実績（水産庁）
天然種苗：採捕した天然マグロの幼魚を育成

する
人口種苗：受精卵を陸上の水槽でふ化させ育

成する

2

図表－８のとおり，小規模経営の水産物の

一般小売店は大幅に減少し，チェーン展開す

る大規模経営のスーパーや飲食店，回転寿司

店などが，マーケットシェアを急速に拡大し，

交渉力を強化している。供給チェーンを全国

展開できない仲卸業者は，交渉力を失ってい

る。

・新規参入の脅威

B水産地方卸売市場は，取扱量が継続的に

減少傾向にあり，新規参入の魅力を失ってい

る。さらに，仲卸業としての登録は卸売市場

開設者の許可が必要であり，当面新規参入は

予想されない。

・代替品の脅威

当社の主力商品は，卸売市場を経由する冷

凍天然マグロである。天然マグロは漁獲枠の

制約があり，業績の拡大は期待できない。天

然マグロに替わって，養殖マグロが注目され

ている。

天然種苗由来の養殖マグロは，採捕された

天然マグロの幼魚を生け簀で養殖したマグロ

である。マグロ資源保護の観点から，水産庁

の指示で生け簀台数の上限が設けられ出荷ト

ン数は下降線を辿っている。

人工種苗由来の養殖マグロは，採卵から成

魚の出荷までのライフサイクルを，陸上や生

け簀で行い，マグロ資源の減少の影響を受け

ない。

当社は養殖マグロのサプライチェーンに組

み込まれておらず，養殖マグロの増加は脅威

となる。

SWOT分析

� 機 会

水産庁は，３年前に当地の水揚漁港・卸売

市場・冷凍倉庫などの関連施設について，「高

度衛生管理基本計画」を策定した。高度衛生

管理とは，取り扱う水産物について総合的な

衛生管理体制を確立し，安全で安心な水産物

を提供することを目的とする。

具体的には，陸揚げ・荷捌き・出荷に至る

各工程において，生物的・化学的・物理的な

危害要因を取り除くため，ハード・ソフト対

策を講じる。

�卸売市場と付属の冷凍倉庫の新設計画が実
現した。現状の老朽設備を敬遠して，他の

卸売市場（漁港）に流れていた漁船の回帰

と集荷力の向上が期待できる。

�コールドチェーンの重要な一端を担う卸売
市場と冷凍倉庫の新設で，衛生管理が向上

し，品質への信頼が向上する。

�集荷力が向上すれば，自然に漁獲量や市場
価格などの情報力が強化される。集荷力と

情報量の向上の好循環を経営力向上に活か

せる。

� 脅 威

�世界的な水産資源の保護の動きと漁獲規制
の強化は，当卸売市場の集荷量の減少を招

き，当社の業績に悪影響を招くリスクがあ

る。

�発展途上国の生活水準の向上で，水産物の
消費量が増加し，輸入量減少の恐れがある。

�水産物の消費量の減少は，今後とも継続さ
れる恐れがある。牛肉・豚肉・鶏肉の価格

と比較して，水産物価格は相対的に割高で
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ある。

� 強 み

�経営者は本業界に長年従事し，漁獲情報，
市場価格情報の分析力に優れ，安定的な仕

入力がある。

�産業は自然を相手にしており，入荷量に波
がある。自社冷凍倉庫の保有で在庫を確保

し，マーケットのニーズに合わせて，安定

的に供給する能力を有している。

�新設した自社の加工工場を有し，顧客ニー
ズに即応できる体制を有している。

�他市場の仲卸業者と深い信頼関係がある。
� 弱 み

�全国の仲卸業者との業者取引が主力で，和
食飲食店・寿司店との取引が少ない。

�経営者・従業員の衛生管理意識が低い。
�地元卸売業者の集荷力が弱く，品揃えを豊
富にするため，他市場の仲卸業者からの仕

入れが多く，コスト高になっている。

�ワンマン経営で，経営管理組織がない。

問題点の改善策

� 機会の取り込み戦略

�卸売市場と付属する冷凍倉庫の改築は，格
好の販促戦略として活用する。現在の取引

先や新規開拓中の水産仲卸業者を見学会に

招待して，向上した衛生管理の仕組みで，

当社製品の安心・安全を売り込む。

�コールドチェーンの結節点としても，衛生
管理力が向上した新設の卸売市場と冷凍倉

庫を売り込む。

�報収集力を強化して，自社の経営力強化に
活用するだけでなく，リテールサポートの

一環として取引相手にも情報を提供して，

共存共栄の信頼関係を強化する。

�卸売市場と付属する冷凍倉庫の改築を機会
に営業力を強化する。営業部員は，和食飲

食店と高級寿司店の新規開拓に注力する。

既存の取引先は，取引先内の当社シェア拡

大を目指す。後継者不在の店舗に対する

M&Aも選択肢に加えて，相対での買収交

渉や近隣各県の事業引継ぎ支援センターを

活用する。

� 脅威の回避戦略

�当社の取扱魚種である天然マグロの資源の
減少と漁獲制限への対応策として，養殖マ

グロ生産者を仕入先として開拓する。現状

の養殖マグロの水揚げ量は多くないが，長

期戦略として仕入先を開拓し，生鮮マグロ

（冷蔵マグロ）の品揃えを強化する。

� 強みの強化戦略

�社長の有する業界情報分析力を維持・強化
するために権限移譲を進め，幹部従業員と

ノウハウの共有化を進める。

�卸売市場と付属する冷凍倉庫の改修に合わ
せて，当社の冷凍倉庫と加工工場の改修も

完成した。新設備を営業戦略の武器として，

新規取引先開拓を強化する。

� 弱み克服戦略

�情報技術の革新・物流の高速化により，情
報格差・距離格差・時間格差を利用した仲

卸業者間取引による「利鞘」稼ぎは期待で

きない時代である。自社店舗を含めて和食

飲食店・高級寿司店のマーケットを開拓し，

売上高至上主義から，売上高総利益率重視

へ経営戦略を転換する。

�設備投資の完了を機に，従業員に食の安全
教育を繰り返し定期的に行い，意識改革を

徹底する。意識改革を徹底するため，冷凍

●図表－１２ コールドチェーン

漁
船
（
▲
60
℃
）

卸
売
市
場
・

冷
凍
倉
庫
（
▲
60
℃
）

当
社
冷
凍
倉
庫

（
▲
60
℃
）・
加
工
場

冷
凍
車
（
▲
60
℃
）

取
引
先
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�

倉庫・加工工場に，HACCPの認証を取ら

せる。本社事務部門や営業部門の事務所も

含めて清潔徹底を推進する。

改善後の利益計画

所属する水産卸売市場は，４年前に水産庁

より「高度衛生管理基本計画」の認定を受け，

卸売市場と冷凍倉庫の改修が完了を迎えてい

る。当社の冷凍倉庫と加工場も，設備投資を

して衛生管理面を改善した。

これを機会に，食の安全・安心面を販売促

進の主軸に据えて，既存取引企業内でのシェ

ア拡大と，和食飲食店と寿司店の新規開拓に

よるビジネスモデル・イノベーションを計画

した。

これまでの，全国各地の漁港で水揚げされ

る魚種の違いを調整するための仲卸業者間取

引中心のビジネスモデルから，下流の流通経

路である和食飲食店や寿司店との取引を開拓

することで，売上総利益率を改善する。同時

に，和食飲食店や寿司店と直接に接すること

で，最終消費者のニーズの的確な把握が可能

となり，最終消費者のニーズ情報を基にした

無駄のない仕入により，在庫削減を実現する。

卸売市場と付属する冷凍倉庫，自社の冷凍

倉庫・加工場の改修による安全ブランドの向

上で，他市場の仲卸業者への売上増加や最終

消費者と直接に接する飲食店・寿司店との取

引増加，鮮度の高い消費者情報量の増加によ

る適正仕入れ・在庫削減によるコスト低下で，

増収・増益が実現する。

●図表－１５ ビジネスモデルキャンバス
パートナー 主要活動 価値提案 顧客との関係性 顧客セグメント

地元卸売市場の卸売業
者
入港する漁船の船主
地元卸売市場の開設者

高品質マグロ仕入
情報収集・提供
（漁獲状況・市場価格動
向）

需要対応力（豊富な在
庫）
食の安心・安全
衛生的な加工工場
完璧なコールドチェ
ーン
安心な品質管理

卸売市場の見学公開
加工場の見学公開
加工工程の動画をネット
で公開する 健康志向の顧客

高齢者リソース チャネル

冷凍マグロの目利のプロ
自社冷凍倉庫（－６０℃）
マグロ加工工場

水産物仲卸業者
中堅和食飲食店チェーン
中堅高級寿司店

コスト構造 収益の流れ

・鮮度の高い最終消費者情報増加による適正仕入れ
・在庫削減によるコスト低減

・改修した冷凍倉庫，加工工場のブランド向上による増収
・和食飲食店，寿司店の開拓による売上総利益率の改善

＊＊太字斜体は改善内容

●図表－１３ 利益計画
（単位：千円）

前期 １期 ２期 ３期

（実績） （計画） （計画） （計画）

売上高 ７７５，０５９８１３，８１２８５４，５０３８９７，２２８

商品原価 ６２１，０１４６４５，８５５６７１，６８９６９８，５５６

売上総利益 １５４，０４５１６７，９５７１８２，８１４１９８，６７１

その他販管費 １４４，９５３１４７，８５２１５０，８０９１５３，８２５

営業利益 ９，０９２ ２０，１０５ ３２，００５ ４４，８４６

●図表－１４ バランススコアカード

学習と成長の視点

衛生管理教育

水産物加工技術習得

飲食店・寿司店の業務知識習得

財務の視点 顧客の視点 業務プロセスの視点

売り上げの増加 安全・安心な商品の提供 ＨＡＣＣＰ認証取得

利益率の向上 鮮度の高い商品供給 加工動線・動作経済の応用

在庫の削減 タイムリーな商品供給 営業マニュアル作成




