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●図表－１ コスト構造

今月号では，ビジネスモデルキャンバスの

「コスト構造」に焦点をあてて，事業性を高

めるべく“利益体質への転換”を考えていき

たいと思います。

コスト構造の分類

ビジネスモデルを構成する各要素（パート

ナー，主要活動，経営資源，顧客との関係，

チャネル）で，どのくらいコストを要するの

かを明確にする必要があります。

ビジネスモデルは，利益を生み出す仕組み

であり，コスト構造を的確に捉えて，スリム

化し，その体質の維持・継続による安定化を

図ることが収益性向上の鍵となります。

ビジネスモデルにおけるコスト構造は，大

きく，コスト主導型と価値主導型の２つに分

類されます。この類型によって，コスト構造

は大きく変わってきます。

� コスト主導型

コスト主導のビジネスモデルにおいては，

格安航空会社（LCC）に代表されるように，
コストの極小化に集中し，ムダを完全に排除

したコスト構造を構築します。これにより，

低コストを武器に低価格という価値提案によ

る競争優位性を高めることが可能となります。

【事例紹介】～QBハウス

QBハウスは，１０分１，０００円という早い，
安いを訴求し，ムダのないサービスを低価格

で提供する新業態の理容室といえます。

サービス内容を「シャンプーなし」「ひげ

そりなし」として，「カット専門」に絞り込

み，時間節約・低価格を提供価値としたコス

ト主導型のビジネスモデルです。

当社（A社）は業歴４０年の理容室で，現在本店のほか支店の２店舗を運営しています。売上は

維持していますが，支店は家賃負担が大きく利益面では赤字計上が続いています。

今後の老朽化した本店の店舗改造が必要ですが，資金調達は厳しい状況にあります。事業の見直

しに着手したところですが，事業性評価を高めるうえでの留意点を教えていただきたい。
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コスト構造について，ビジネスモデルの要

素ごとに見ていきます。

� 経営資源

ａ）設 備～ シャンプーがないため，リク

ライニングシートが不要で，シャンプー台

等の水回りの設備が不要となり，設備投資

負担の軽減が図られています。

ｂ）店 舗～ 上記の設備投資負担の軽減に

よって省スペース化が図られ，賃借料負担

の軽減，水道光熱費の削減を実現していま

す。また店舗の電話未設置による通信費も

低く抑えられています。

ｃ）スタッフ～ 人件費負担は大きい構造と

なっています。自動券売機設置による代金

受け取りの手間やミス削減，電話未設置と

いった作業効率化に向けた工夫がなされて

います。

� 主要活動

主要活動におけるコストは人件費でのみで，

前述のとおりです。

� 事業パートナー

JRはじめ駅ビル等の不動産賃貸業者で，
コストの賃借料は省スペース化による軽減を

図っています。

� チャネル

チャネルである店舗は，前述の経営資源の

店舗のとおり，軽減が図られています。

� 顧客との関係

顧客との関係維持・新規顧客獲得において，

販売促進費（ポケットティッシュ，紙おしぼ

り等）は低く抑えられています。

コスト構造のスリム化による低コストオペ

レーションが図られていることがわかります。

� 価値主導型

価値主導のビジネスモデルにおいては，高

級ホテルに代表されるコストよりも価値提案

に力点を置き，高付加価値，高度なサービス

の提供に集中します。競争優位性は，提供価

値の高度化により確保・維持されます。

しかし，最大の利益を確保する上では，ム

ダなコストの排除等のコストの適正化，スリ

ム化は必要となります。

【事例紹介】～RIZAP

RIZAPの提供価値は「人生最高の体と自
信，期待を上回る感動」としており，具体的

な減量目標やボディメイク目標の実現をコミ

ットするという価値主導型のビジネスモデル

となっています。「顧客に運動の場・空間を

提供する」という従来のフィットネスジムの

提供価値とは異なります。

コスト構造について，ビジネスモデルの要

素ごとに見ていきます。

� 経営資源

ａ）設 備～ トレーニング機器については，

最新・特殊な機器である必要性はなく，低

コスト化が可能である。ジャグジー等はな

く，シャワールームのみで設備投資負担を

抑えています。

ｂ）店 舗～ 大都市圏での店舗は，主要駅

から徒歩５１０分のビルの地下や２階以上の

フロアに出店しています。１階を避けるこ

とで，出店コスト，賃借料の低減を図って

います。また地方都市では，小規模のサテ

ライト店舗（マンションの１室程度）でス

タートさせ，需要動向を確認しながら大型

店舗化するという費用対効果の最大化とコ

ストのスリム化が図られています。

完全予約制による稼働率のムダを排除し，

水道光熱費の低減を図っています。

ｃ）スタッフ～ 人件費負担は大きい構造と

なっています。完全予約制により人員配置

の効率化も図られています。

� 主要活動

主要活動におけるコストは人件費のみで，

前述のとおりです。
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� 事業パートナー

広告代理店に対するマーケティング，広告

宣伝費負担が大きい。

同社では，広告に依存しない集客に取組む

ことを重要課題としており，既存会員からの

紹介による新規会員獲得に注力しています。

今後の広告宣伝費の軽減が見込まれます。

� チャネル

チャネルである店舗は，前述�b）の経営
資源の店舗のとおり，軽減が図られています。

� 顧客との関係

顧客との関係維持・新規顧客獲得において，

有名人を使ったテレビ CMで，多額の広告
宣伝費を要しています。費用対効果は大きく，

「必ず結果を出すという」というキャッチコ

ピーの信用性を高め，認知度向上・集客力向

上に寄与しています。

固定費中心型と変動費中心型の
分類

コスト構造は，コストの分類として固定費

と変動費に分けられます。

固定費とは，売上高の増減に関わらず発生

する費用です。主な固定費としては，経営資

源のコストである人件費，店舗・工場のコス

トである賃料や設備維持費等が挙げられます。

変動費とは，売上高の増減により変わる費

用で，主要活動で必要なコストである商品仕

入費，材料費，運送費，外注費等が挙げられ

ます。

固定費と変動費の特徴を考える上で「営業

レバレッジ」が重要な要素といえます。

固定費の割合が大きいほど，売上の増減に

対して固定費が“てこ”のような働きをして，

営業利益の増減を大きくすること，これを「営

業レバレッジ」といいます。

コスト構造が，固定費中心型か変動費中心

型かによって，「営業レバレッジ」を考慮し

ながら今後取るべき対応も異なってきます。

� 固定費中心型コスト構造

人件費負担の大きいサービス業や設備投資

負担の大きい製造業等が該当します。

基本的な戦略として，固定費の削減等に取

り組んでいく必要があります。固定費の削減

は，削減額がそのまま利益となりますので，

効果が大きいといえます。

主な削減策としては，以下が挙げられます。

・業務の効率化・標準化・システム化，パー

ト・シルバー人材の活用及び戦力化

・生産部門や間接部門をアウトソーシングす

ることによる変動費化

・設備投資の抑制や経費の見直し・予算化

� 変動費中心型コスト構造

商品仕入等のために変動費のウェイトが高

い卸売業や小売業が該当します。

固定費負担が少ないために，売上の増減に

よる影響度合いは少ないという特徴を有して

います。半面，わずかな固定費の増加により

採算性を悪化させることにつながります。こ

の点に留意して，変動比率の引下げに取り組

んでいく必要があります。

主な削減策としては，以下が挙げられます。

・仕入先の多様化や一括発注による仕入単価

引下げ，在庫の適正化

・外注作業の内製化，外注単価の見直し

・物流合理化による保管コスト，輸配送コス

トの削減等

経済性によるコスト分類

コスト構造を考える上では，事業の経済性

を高めるものとして，「規模の経済」と「範

囲の経済」も重要な要素となります。

� 規模の経済

規模の経済とは，スケールメリットを活か

した企業活動で，生産量の増大に伴い，原材

料や労働力に必要なコストが減少し，収益性
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の向上につながるという効果をいいます。つ

まり，事業規模拡大による費用低減効果とい

えます。

特に競争が激しく，差別化が難しいケース

においては，事業規模の拡大により，コスト

優位性を生み出す効果的な戦略となります。

しかし，規模の経済は，一定の市場でのシ

ェアが必要であり，大企業に有利となり，中

小企業では機能しにくい構造といえます。

主な事例としては，以下が挙げられます。

・鉄鋼大手の統合

国際競争力の強化を目的とした新日本製鉄

と住友金属工業の統合

・コンビニ大手の統合

仕入価格や物流コスト削減等を目的とした

ファミリーマートとユニー

� 範囲の経済

範囲の経済とは，企業が複数の事業を展開

することにより，経営資源の共有化を図り，

コスト引下げ効果による収益性向上につなが

る効果をいいます。事業規模の拡大によるコ

スト低減という点で，規模の経済と同じです。

大きな違いは，単一事業（単一製品）か複数

事業（複数製品）かということになります。

範囲の経済は，経営資源の共有化によるコ

スト低減効果だけでなく，各事業での顧客の

共有化による増収というシナジー効果があり

ます。しかし，複数事業間の関連性が乏しい

場合は，むしろコスト増加というマイナス効

果となり得ることもあります。

範囲の経済での事例としては，アマゾンの

ビジネスモデルが挙げられます。

アマゾンは，書籍のネット販売から始まり，

DVDやゲーム，日用品，家具，家電製品と
取扱製品の範囲を拡大しています。

これは，既存の受発注・物流システムの共

有化によるもので，取扱製品の種類が増加し

ても，固定費は変わらずに，売上が増加する

ことで収益力が高まることになります。

A社のコスト構造の見直し

現状では，支店の賃借料負担の軽減が最大

の課題といえます。しかし，駅に近いという

好立地で，妥当な賃借料水準となっており，

また集客力維持の上でも削減は困難です。こ

の実情を踏まえて，ビジネスモデルの各要素

ごとに検証・見直しを図ったところ，以下の

コスト削減が可能となり，実施により黒字化

が見込まれることが判明しました。

� 経営資源：設備，店舗

・支店のリース契約が４か月後に満了となり，

再リース契約により現状の１／３程度まで

減少する

・清掃業者による定期清掃の内製化による清

掃コストの削減が可能

� パートナー：仕入先

・従来は，別々に発注していたシャンプーや

化粧品等を一括発注することで，材料費が

５％程度削減可能

また，コスト構造は，事業の特性や環境変

化による今後の見通しを踏まえて，変えてい

く必要があります。A社では，柔軟かつ迅速
な対応ができるように，経営状況について従

業員との情報共有を図り，収益・コスト意識

醸成にも注力しています。

上記の改善への取組みについて，事業計画

で金融機関に改善効果を示すことで，事業性

評価は高まるものと思います。

� 自社のコスト構造を的確に把握する

� 固定費の削減＝利益

� 聖域なしのコスト検証・見直し

� 事業計画に実現性を示す




