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抽出された課題を解決していく
手法

既存事業を精査した結果，細部の問題点が

洗い出されたことでしょう。今回はこの課題

を解決することを目指して，図表－１のとお

り，具体的解決手法を説明してまいります。

この作業を実行する過程で，長期存続企業を

目指すための経営革新の手がかりが浮彫りに

なります。

赤字事業を縮小・廃止・譲渡する

� 問題ある事業をあぶり出す

問題ある事業の赤字発生要素・規模を洗い

出します。サプライチェーンに課題があれば，

事業 DDの段階で洗い出されています。
赤字の原因が自社要因なのか否か，事業の

一部なのか全部なのか検討します。

� 問題ある事業を残すか外すか決める

前号までに説明した外部環境分析・内部環

境分析の内容を踏まえ，問題ありと判断した

事業の中から，短期的に整理を促進する事業

を選び出します。

判断材料のリストアップは現場で行います

が，外す判断と実行の旗振りは経営トップが

行うことになります。事業の将来性の有無の

判断経緯と存続可否の判断結果は，明確に文

書で残しておくことが，将来の再検討時の重

要な参考資料になります。

私は，東海地区でプラスチック成型加工業を営んでいる輸送機械部品会社の経営者です。戦後

の高度成長期に父親が創業した企業ですが，輸送機械メーカーの発展に懸命についてきたことで，

一定の評価を得ております。後継者として修行先から戻って引き継ぎました。手始めに経営革新

計画を手がけてみてはとのアドバイスを受けております。気になる点が多々あるのですが，何か

ら手を付けたらよいでしょうか。
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●図表－１ 課題の具体的解決方法

財務DD・事業DD・業務DD

赤字事業の縮小・廃止・譲渡

継続事業のスリム化

サプライチェーンの組み替え

経営資源の捻出・経営革新ポイント発見

遊休資源の処分 5Sの実行7つのムダつぶし

事業構造をスリム化する
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� 将来改善が見込めるか

当該事業の外部環境は今後改善される方向

にあるか，自ら改善する手立てはあるか，阻

害要因となる外部環境を回避できるか個別に

確認します。

商品・販売経路・部門ごとに分析した内部

環境は改善できるか確認します。同じ事業で

あっても，企業・業種によって異なりますの

で，個別に精査していくことが肝要です。

スーパーに続くコンビニへの小売り酒販免

許解禁は，街の酒屋さんを急激に窮境に追い

込みましたが，自らの強みを再確認し，業務

卸や地域のフルサービス店に特化してきた店

は生き残りました。

� 新たな変動があるか

今後の事業を取り巻く大きなうねりは予測

できるか，外部との新たな協働・連携は可能

か，競争に勝つ力を備えているか確認します。

例えば，乗用車の電気自動車へのシフトが

確実とすれば，将来に備えた部品製作技術を

押さえているかも判断基準となります。

� 衰退が確実か

衰退が確実なら，廃止に躊躇することはあ

りません。カメラのデジタル化による一般銀

塩フィルム事業の推移が良い例です。

� 問題ある事業の外し方

事業のおかれている環境・将来性に応じて

外し方を考えます。

� 縮小

市場規模に見合った事業内容に再編します。

具体的には，商品のアイテム数削減・販売先

選別・販売地域縮小・組織縮小を手掛けます。

� 廃止

長期的にお荷物であることが確実で，引取

り手がなければ，事業全体を廃止します。た

だし，サプライチェーンの分断になる場合は，

他の構成員に対する配慮が必要です。

� 譲渡

当社の他事業と関連性が乏しい場合，買手

を見つけて譲渡します。買手にとって，自社

事業との相乗効果が見込めることが，譲渡価

値を高めることになります。

� 外すことの効果

儲かっていない部門に張り付いた，ヒト・

モノ・カネ・情報などの良質な経営資源を，

成長事業や新たな事業に投入することが可能

になります。

譲渡を選択した場合，すぐに使える現金を

生み出すことになります。

継続事業のスリム化

� 遊休経営資源の処分

前段で生み出した資源とは別に，遊休経営

資源（設備・ヒト・在庫）があることは，事

業 DDや業務 DDであぶり出されています。
改めて，遊休資産と判断されたモノの活用

を検討します。単に一個一個検討するのでな

く，総合的に判断することが肝要です。

・他の事業に転用できないか

・経営革新事業に活用できないか

・処分することで現金化できないか

・無価値でも，処分することで在庫スペース

を生み出すことはできないか

� 設備

使用価値を基準に判断します。

老朽化して使用価値が低下していないか，

メンテナンスが良好でなければ，使用価値は

低いです。織機や基本的な工作機械は長持ち

します。速度・気密性などの要件基準によっ

て引退しても，新たな活躍の場はあります。

過大設備はないか。最新のトラックであっ

ても，稼働率が低ければ投資効果・合理化効

果は認められません。特に土地は十分な検証

が必要です。

他の要素（ヒト・在庫）と生産速度やリー

ドタイムはバランスがとれているか。バラン
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ス欠如は，仕掛在庫の増大や製造期間の長期

化をもたらします。

� ヒト

ヒト余りは，新たな経営革新事業で解消し

ます。ヒトにかかわる問題点は，仕事がない，

能力がない，教育プログラムがないなどが考

えられます。

解決策として，新事業の創出，仕事に合わ

せた配置，教育訓練システムの整備，適切な

指導者の育成を実施します。

個人の能力シートを備えることで，「人材

の見える化」を進め，能力アップにつなげま

す。

� 在庫

在庫の削減は，現金・スペースの確保の観

点から効果が目に見えて出てきます。最初の

段階で，各部門の在庫圧縮の活動を手掛ける

と，従業員のやる気アップにつながります。

・原材料，仕掛品，製品，商品，返品

適正な在庫の計算をしてみることが，モノ

の流れを知るうえで有効に働き，在庫削減に

効果を発揮します。

・使える物，使えない物

賞味期限切れ・消費期限切れなど法令の制

約を厳格に管理することから，倉庫内の見え

ない不良在庫が浮かび上がってきます。

・処分できるもの，廃棄するもの

市場があるものは，定期的に在庫の見直し

をして換金することが肝要です。市場のない

ものでも，処分業者が引き取ってくれるもの

があることを念頭に置くことが必要です。

廃棄物の処理は，法令に則って，公明正大

に行うことが必要となります。

・転用できるもの

用途が決まっているものは，既存他事業・

新規事業に転用します。価値のあるなしの基

準を作って置くことで，なぜ在庫として持っ

ているのかが明確になります。

� ７つのムダつぶし

� 生産現場でのスリム化の手法

７つのムダつぶしは，トヨタ生産方式で定

義された業務の効率化の手法です。小売業・

サービス業など他の業態でも効果があると活

用されています。

� ７つのムダつぶしの内容

作業工程のラインバランスの欠如によるム

ダを発見していくことから波及して，事業構

造のムダの発見にたどり着きます。

・作りすぎのムダ（仕入れのムダ）

その時点で必要のないものを余分に作るこ

と。生産能力に対し受注が少ないと，従業員

や設備が遊んでいてはもったいないと作りす

ぎるのは，原価のみ増加させるムダです。

・手待ちのムダ

前工程からの部品や材料が届かず仕事がで

きない。稼働率低下・人員コストのみ増加す

るムダです。

・運搬のムダ

必要以上にモノを移動・仮置き・積替えす

ること。運搬コストを増加させるムダです。

・加工そのもののムダ

過去の踏襲で，必要性のない工程や加工を

行う，時間・設備・人員のムダです。

・在庫のムダ

完成品・部品・材料が現場や倉庫に保管さ

れ，回転率を低下させるムダです。

・動作のムダ

事前に作業の準備をしていないことから，

不必要に探す・しゃがむ・持ち替える・調べ

ることのムダです。

・不良を作るムダ

発注先の要求に合わない成果物しか作れな

いことから来る，不良品を廃棄・手直し・作

り直すムダです。

� ムダつぶしの効果

前項のムダ発見とムダつぶしの過程で，業
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●図表－２ ５Sの実行

5S
清潔

しつけ

整理

整頓

清掃

4

務の細部が明確になり，業務全般の見直し・

経営革新のポイントが見えてきます。

� ５Sの実行で基礎体力をつける

５Sは，図表－２のとおり，整理・整頓・
清掃の３Sの実践から始め，清潔・しつけで
組織として維持できるよう習慣つける，実践

を念頭に置いた業務改善の具体的な手法です。

経営トップは旗振りにとどまり，現場からの

自発性を促進することが成功の肝です。

� ５Sの実践
特別でない当たり前のことを，意識して実

践することで，現場の意識が目覚め，業務改

革につながります。

� ５Sの実行方法
・整理：必要なものと不要なものに分け，不

要なものを処分する。

・整頓：必要なものをすぐに取り出せるよう

に置き方・置き場所・表示に工夫する。

・清掃：清掃をして，ごみ・汚れのない状態

にする。

・清潔：整理・整頓・清掃を徹底し，清潔さ

を維持する。

・しつけ：決められたことを決められた通り

実行する習慣をつける。

� ５Sの効果
業務フローの実態が明らかになり，業務に

最低必要なこと，業務モデルのあるべき姿が

浮かび上がってきます。効果的な活動のため

には，経営陣の考え方，一定の取組手法を専

門家から学んで着手することが必要です。

５Sの実践の過程で，社外との接点の改善
のために，サプライチェーンの相手方との協

働作業も生まれてきます。

� ５Sの事例
栃木県足利市は，企業・行政・商工団体が

連携して，足利流５S活動を地域ブランドと
して活動しています。世界５Sサミットを開
催し，「働く人たちのために」「心理を追究す

る」足利流５Sを普及し，改善活動を実施し
て本物志向の仕事をしていくことを目指して

います。

� サプライチェーンを組み替える

サプライチェーンの協力企業に問題があれ

ば，改善を協議します。この段階で，サプラ

イチェーン企業とデータを交換することが可

能になります。場合によってはメンバー企業

の入れ替えにまで発展させます。

事業構造のスリム化で経営革新
の経営資源を捻出する

財務 DD・事業 DD・業務 DDで明確に
なった課題を，説明した手法で改良・改善し，

事業構造をスリム化することで経営革新計画

のための経営資源を捻出し，合わせて経営革

新のポイントを発見します。

洗い出された経営革新のポイントを深堀り

し，新製品の開発・生産，新生産方式の創出，

新役務の開発・提供をすることで経営革新を

実現します。

� 赤字事業を縮小・廃止・譲渡する

� 遊休経営資源の処分・７つのムダつぶ

し・５Sの実行により，継続事業をスリム

化する

� サプライチェーンを組み替える

� 事業構造のスリム化で経営資源を捻出し，

経営革新のポイントを発見する
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