
148 税理●２０２０．１０

�

1

●図表－１ 米菓推移

生産数量
トン

生産金額
億円

小売金額
億円

２０１５年 ２２０，３５０ ２，７３０ ３，６４２

２０１６年 ２１７，６８７ ２，７３０ ３，６４３

２０１７年 ２２２，８６８ ２，８１６ ３，７５７

２０１８年 ２２１，４８１ ２，７７８ ３，７０５

２０１９年 ２２１，７９６ ２，８５６ ３，８０９

（出典） 全日本菓子協会菓子統計

業界の概要

米はパンに主食としての首位の座を奪われ

たが，お菓子の分野では，米菓がビスケット

をわずかながら抜いて対抗している。

コンビニの棚には，ポテトチップ・えびせ

ん・ポップコーンなど多様な原料で作ったス

ナック商品が華やかな包装で並び，せんべ

い・おかき・あられなど米を原料にする米菓

も広いスペースが割かれている。

スーパーでは，全国の多様な米菓を置いて

いるが，地元製造の商品や輸入米粉を使った

格安商品も頑張っている。百貨店には米菓有

名ブランドのコーナーが複数あり，贈答用と

して確固たる地位を占めている現状がある。

最近，ロードサイドの和菓子・洋菓子を中

心とした菓子専門店が活躍しているが，ここ

でも米菓は欠かせないアイテムとして，一定

の棚を獲得している印象である。

業界の現状

米菓製造業は，米を原料にせんべい・あら

れ・おかきなど伝統菓子を製造する事業であ

る。工程はいずれも多様で，最終製品段階で

差別化をつけやすく，規模拡大が比較的容易

である。

� 米菓とは

うるち米を原料とするせんべいは，米・米

粉を加工・成形し，１枚１枚味付け手焼きし

て作る，家内手工業から始まった。

餅を小さく切って干し，煎って膨らませた

あられ，小片に欠いて（割って）同様の加工

をしたものがおかきと呼ばれる。いずれも家

内加工から始まった。

� 市場推移

江戸時代に家内手工業から発達し，戦後の

高度成長期の需要拡大に合わせた生産工程の

機械化により，米菓の製造は大幅に拡大した。

全日本菓子協会によれば，ピークの１９７３年

の生産数量は２４３千トンであった。

中小企業診断士

野� 芳信

利益計画

米菓製造業のモデル利益計画
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●図表－２ 従業員規模別事業所内訳

従業員数
事業所数

出荷額
百万円

１事業所当たり
百万円

２０１２年 ２０１７年 ２０１２年 ２０１７年 ２０１２年 ２０１７年

４～９ ２３９ １７１ ７，０９５ ４，３５０ ３０ ２５

１０～１９ １３４ １２２ １０，８３６ １０，２６１ ８１ ８４

２０～９９ １９０ １８２ ７７，３９１ ８５，４２１ ４０７ ４６９

１００～ ５３ ５３ ２２７，１８０ １９８，８０８ ４，２８６ ３，７５１

計 ６１６ ５２８ ３２２，５０２ ２９８，８４０ ５２４ ５６６

（注） 従業員４人以上の事業所
（出典） 経済産業省 工業統計表
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●図表－３ ２０１９年上位会社

米菓上位４社 所在地
売上高
億円

シェア
％

亀田製菓㈱ 新潟県 １，０３８ ３６

三幸製菓㈱ 新潟県 ５５８ １９

岩塚製菓㈱ 新潟県 ２２９ ８

㈱もち吉 福岡県 ２１４ ７

（出典） 各社公表資料より筆者作成
他社HPに新潟の㈱栗山米菓シェア６％資料有

●図表－４ 上位県別事業所・出荷額

事業所数 出荷額
百万円

１事業所当り
百万円

新潟 ３４ １４５，９６０ ４，２９３

埼玉 ６３ ２０，０５０ ３１８

兵庫 １９ １６，９１４ ８９０

栃木 ２４ １６，４３９ ６８５

福岡 １４ １２，０４７ ８６１

全国計 ５２８ ２９８，８４０ ５６６

（注） 従業員４人以上の事業所
（出典） 経済産業省 工業統計表

その後，競合する他の菓子類メーカーの新

商品開発・スナック菓子の台頭で停滞し，図

表―１のとおり近時は２２０千トン前後の安定

した生産量で推移している。

一方，生産金額（実績）・小売金額（推計）

は漸増傾向を示している。業界各社の市場拡

大努力の成果といえる。

� 業界内容

図表―２のとおり，ここ５年間に事業所

数・出荷額ともに減少している。一方，１事

業所当たり出荷額は増加している。事業所数

はいずれの規模も減少しているが，特に従業

員４～９人規模の事業所数の減少が著しい。

１事業所当たりの出荷額は従業員２０～９９人規

模の伸びが著しい。

生産の現状

割れやすく丁寧な物流が求められること，

湿気を含みやすく消費期限が短いなどの商品

の性格から，戦前から戦後の高度成長期初期

までは，生産は消費地に近い産地であった。

現在も生き残っている高級品のメーカーは，

首都圏・関西圏に多い。

その後の高度成長期に各地のメーカーは，

競って設備を導入して来たが，需要減退から

過剰設備となり，新たな消費を獲得できなか

った企業は，撤退を余儀なくされてきた。

� 上位会社にシェア集中

大手集中により上位５社でシェア７６％を

占めている。各社ともに有力独自商品・有力

ブランドを持ち，国産素材のみ・低価格・自

社店舗・通販などそれぞれ差別化戦略に成功

しシェアを伸ばしている。

個別企業のデータは少ないが，３位の岩塚

製菓㈱は株式を公開しており，その公開資料

の中で，製品別連結生産実績が開示されてい

る。うるち米菓１１６億円，もち米菓１００億円，

その他米菓１５億円，計２３１億円とバランスの

取れた生産を行っている。

消費者の嗜好に地域性があり，米菓製造企

業によって，原料別，調味料別，加工方法別

など多様な製品構成を持っている。米菓製造

業の分析には，販売地域，製品構成の分析が

重要である。

� 主要生産地に偏り

県別事業所計数は地域特性を示している。
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●図表－５ 菓子類小売推移

小売金額 億円

２００３年 ２０１５年 ２０１９年

飴菓子 ２，４３０ ２，５１０ ２，７８０

チョコレート ４，１２５ ５，０４０ ５，６３０

チューインガム １，８７１ １，１１３ ９３０

せんべい（小麦） ８１２ ７２６ ７２５

ビスケット ２，９７１ ３，７１０ ３，７６５

米菓 ３，０９５ ３，６４２ ３，８０９

和生菓子 ４，９００ ４，７５０ ４，６５０

洋生菓子 ４，５５０ ４，１６７ ４，１５４

スナック菓子 ３，５３５ ４，２５３ ４，４７６

油菓子 ４４６ ５１６ ５０６

その他 ２，７５０ ２，８７５ ２，８７３

合計 ３１，４８５ ３３，３０２ ３４，２９８

（出典） 全日本菓子協会菓子統計

●図表－６ 一世帯当たり菓子消費額

項目
一世帯当たり
年間総支出額（円）

２００３年 ２０１９年

せんべい ５，０４２ ５，８６９

ビスケット ３，４００ ４，１２１

キャンディー ２，３３０ ２，３３８

スナック菓子 ４，１２６ ４，８５１

チョコレート ４，１０２ ８，５１１

和生菓子 １２，０５５ １０，６６４

洋生菓子 １５，９５８ １９，５５１

アイスクリーム
シャーベット

６，６２７ ９，７０１

他の菓子 ２１，９０３ ２１，８６７

菓子類計 ７５，５４３ ８７，４７３

（出典） 総理府家計調査 二人以上の世帯

4

図表－４のとおり，最大の産地は新潟県で，

米の産地であったことから多くの事業所を生

み出し，経営力のある企業に集中化して大規

模事業所が育った。埼玉県は，草加という地

域を挙げて産地を作り上げてきた。小規模事

業者が多く，個性的な事業所の連携で地域を

盛り上げていく方向性を示している。

兵庫・栃木・福岡は，周辺に大消費地を控

え，小規模事業所が撤退した穴を埋め，残る

事業所が事業規模を拡大してきた。

地域によっては，同業者組合の構成員相互

の仲間意識が高く，一定期間ごとの任意研究

会が開催されている。所有している製造機械

の相互利用により，売れ筋商品の共有を進め

ている。

菓子類の消費

全日本菓子協会の菓子統計によれば，菓子

消費額（協会推計）は２００３年合計３１，４８５億

円，うち米菓は３，０９５億円であったが，２０１９

年合計は３４，２９８億円，うち米菓は３，８０９億円

といずれも伸びている。

� 菓子類の消費

菓子類は種類によって，増減に差がある。

今後の市場動向をどのように判断していくか

が，生き残るために重要なポイントとなる。

長期的な傾向は，米菓の他，チョコレート・

ビスケット・スナック菓子が小売りを伸ばし

ている反面，和生菓子・洋生菓子は減少して

いる。

短期的な傾向は，細目によって増減が見ら

れるが，米菓は増加を維持している。なお，

この統計では，南部せんべいなど小麦粉を使

ったせんべいは別項目で集計している。

� 米菓の一世帯当たり消費額

一世帯当たりの消費金額は，２００３年合計

７５，５４３円，うちせんべい５，０４２円（シェア

６．６％）から，２０１９年合計８７，４７３円うちせん

べい５，８６９円（シェア６．７％）へと伸ばして

いる。なお，この統計では，小麦粉を使い加

工したものも含んでいる。

米菓業の将来戦略の特徴

米菓業界の将来戦略は，外部環境の変化に

大きく影響を受ける。業界の詳細を見ると，

大手から家内工業的事業所まで幅広いこと，
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地域性が大きいこと等が特徴として挙げられ

る。地域他業種との連携などにより，個別企

業の将来は，その会社の個別性がより濃く出

る。

� 個社の戦略

各社の HP，業界団体のレポート，研究所

レポートの記載をまとめると，米菓業界とし

て以下の戦略が浮かび上がってくる。

〇独自ブランドの強化

市場の伸びの予測を超える売り上げ増には，

強力な独自ブランドの確立を必要としている。

実現には，連携企業との販売促進関係強化が

必要である。

〇直営店網の拡大

販売ルートの多様化で，大手スーパーのシ

ェアダウン，コンビニ・ドラッグストアルー

トの拡大が見込まれる。帳合先による価格低

下圧力の動きが出ている。生き残っていくに

は，独自の直販ルートを確立し，消費者動向

情報を収集し，儲かる商売を確保していくこ

とが必要である。

〇ダイレクトマーケティングの推進

コロナ後を見据えると，店舗での売上から，

通販・工場直送特別商品の開発と，注文・配

達の商流・物流の再構築が必要である。

モデル企業A社の概要

所 在 地 首都圏

店 舗 数 １工場

会社形態 株式会社

資 本 金 １千万円

設 立 １９５０年

事 業 米菓製造業

従 業 員 ２５名（正社員）

売 上 高 ６億円

A社の沿革

A社は，首都圏にあるおかき・煎餅を中心

とした米菓製造業者である。

先代は，中核都市の中心市街地で別の食品

販売店を営んでいた。A社旧経営者が後継者

難を理由に廃業を検討しているとの相談を受

け，煎餅製造工場を会社ごと買い取った。当

時，食品スーパーを中心に販売先拡大が見込

め，新たなおかき製造設備を投入し，販売先

を首都圏全体に広げ，独自ブランド・OEM

での製造を拡大してきた。A社の先代は，経

営する食品販売店を別会社で継続して経営し

ており，A社の小売部門との位置づけにある。

A社の事業概要

A社の事業概要は以下のとおりである。

� 工場の概要

工場は郊外の農村地域に所在し，広大な敷

地を有している。製造設備拡充に伴い増築を

続けたが，工場内は余裕のあるレイアウトに

なっている。商品はせんべい・おかきがほぼ

半々である。

� 製造設備

競争激化から，ソフトタイプのおかき製造

設備を，政府補助金を使って導入した。経営

革新計画に基づき販売計画をたてているが，

当初計画のようには進捗していない。

� 販 路

別経営の販売店も同社独自ブランドを武器

に拡大している。A社の当初事業拡大のきっ

かけとなった，全国チェーンスーパーの取引

は，安値攻勢の大手メーカーとの競争に敗れ

撤退している。現在，国産原料をうたった独

自ブランドと，大手食品スーパーとの共同開

発の OEMブランドの２正面作戦で，一定

の販路を確保している。

通販について A社は，大手通販サイトに
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●図表－７ A社収益状況

現在 （千円）

売上高 ６５５，０００

売上原価 ４７２，２５５

売上総利益 １８２，７４５

販売管理費 １６１，２００

営業利益 ２１，５４５

4

のせ，高級感あふれる品ぞろえが人気となっ

ている。A社は独自の通販サイトがない。別

経営の販売店の通販サイト活用も検討したが，

更なる販売拡大を目指して，独自サイト構築

が，将来の展開には必須であると判断した。

� 人の管理

A社製造部門は，高度成長期に入社した社

員が，経営陣と製造管理に携わっている。製

造機械メーカーの指導，業界仲間の会議の席

上で得た知識を踏まえ，消費者ニーズに合っ

た製品開発を重ね，製造技術を習得してきた。

� 衛生管理

大手チェーンスーパーへの納品の実績があ

り，定期的な現場管理調査を経験し，工場の

清潔度は高い。ただ，言われたからやってい

るといったレベルに留まっており，自発的な

管理体制確立が求められる。周辺の商工会議

所に加入している事業所では，従業員の自発

的活動を５Sに結び付け，社内文化の革新に

つなげている事業所もある。

A社の収益状況

A社の収益状況は図表―７のとおりである。

米菓は，消費者の購買行動が，近所のお菓

子店での日用買いから，近隣のスーパーで他

の食品とのまとめ買いに移行している。幸い

A社は勢いのある大手食品スーパーとの取引

に成功し，同業他社をしのぐ利益を確保して

いる（日本政策金融公庫の資料では２０社のう

ち１７社が赤字企業）。しかし，食品スーパー

の創業者クラスが引退し，かつての全国チェ

ーンの幹部経営者が雇われ経営者に変わり，

購買方針の変更の予兆が見込まれることから，

体力のある現在のうちに，新たな生き残り戦

略を打っていく必要がある。

A社の現状把握

クロス SWOT分析を実施し，A社の現状

を把握した。

� A社の強み

・有能な製造技術者の存在

同じ規模の事業所の中では，合理化投資を

早めに行ってきたことから，有能な技術者が

育った。生産機械メーカー技術者との交流も

深い。

・余裕ある製造設備の存在

生産性向上を目的に導入した，最新型の薄

型せんべいの自動化機械の生産余力が大きい。

・同業他社に比べ潤沢な資金

好不況に影響されにくい取引先が多かった

ため，過去の利益を社内留保に充てられた。

・多様な販売ルートと新製品開発力

全国スーパーとの取引は絶えているが，地

場有力食品スーパーとの取引がある。消費者

の直接の声を拾う自社販売店という手段を持

っている。大手食品卸を通じ，コンビニ・ド

ラックストアとの取引も維持している。

� A社の弱み

・技術者の高齢化と伝承

優秀な技術者に依存しすぎ，若手技術者育

成に手が回らず，定年間近の高齢技術者のノ

ウハウ伝承が急務となっている。

・社員の意欲が乏しく５Sも受け身

好業績の気のゆるみから，社員の自発性が

乏しく，地域経営者で手掛けている５S活動

も A社の現場では軌道に乗っていない。

・大手に比べ劣る労働衛生環境

最新のエアコン・LED等の省エネ設備の

導入で，家業クラスの小事業所より労働衛生
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環境は整っている。しかし，上位の企業の環

境には劣り，結果として生産効率は低い。

・「こだわり産地」はじめ情報発信力が弱い

自社ブランド・有力食品スーパーの PBに

「こだわり産地」の国産米を１００％利用して

いるが，購入者以外広く知られていない。

� 自社にとって機会と捉えるもの

・安定した市場

お菓子市場は拡大を続けており，米菓市場

も当面は拡大が見込める。しかし，大手の拡

大方針は続いており，自社の強みを生かせる

商品や販路を分析し，そこに戦力をつぎ込む

チャンスである（例：店舗に依存しない通販，

OEMのあり方）。海外展開は力不足である。

大手が海外展開に力を割いている今が，業務

提携による新たな展開のチャンスとなる。

� 自社にとって脅威と捉えるもの

・米菓製品競争激化

大手各社はシェア拡大方針を打ち出してい

る。産地の６次産業化取組，機械メーカーの

製造販売分野への参入など競争激化中である。

・他の菓子類との競争

菓子類の市場は引き続き安定的に伸びるが，

最近のチョコレート・スナック菓子の伸びは

更に大きい。競争商品として研究を怠っては

いけない。

・人手不足と労働環境改善圧力

生産人口減少時代に入っており，人手不足

の影響を大きく受ける。自社ならではの魅力

ある職場つくりの環境整備が求められる。

大手の戦略と同様，高齢者・女性の戦力化，

日本人と結婚・子育てを終えた外国人女性の

採用・育成の準備が大切である。

・生産効率アップ意欲の低さ

好業績を続けてきたことから，社員の意識

が低く，生産効率改善意欲が乏しい。従業員

から率先して生産性向上に向かわせないと，

大手との差が開く。

・高齢者引退と技術伝承

定年間近な高齢者の技術伝承が軌道に乗っ

ていない。

A社の課題

米菓業界が今後とも安定成長する中で，社

内体制のたてなおし，競争相手への対応，地

域の同業他社との協業，同業仲間との連携を

実行できるかが課題として浮かび上がる。

� 競争激化と販路確保

米菓大手との競争，他の菓子類製品との競

争に打ち勝っていくことが求められる。

・自社ブランドの見直しによる競争力強化

・専門店への高付加価 OEM商品の提供

・A社独自通販サイト構築

� 人員不足と技術・文化伝承

過去にこだわらない人材登用が必要。

・若手への技術伝承の仕組みの再構築

・ダイバーシティ推進による人材高度化

� 設備の有効活用と労働環境確保

余力のある今が，設備稼働率アップ，労働

生産性アップが次の展開への鍵になる。

・使い切れていない最新ラインの活用

・トップの理解と支援を受けた，自発型５S

で参加意欲醸成

・社内提案型・手作り型で労働環境改善

� 食の安全性の確保

食品業界にとって，食の安全性が，コロナ

後の大きな課題となることが見込まれる。

・製造工程の安全性のアピール

HACCPの導入，工程管理徹底で，トレー

サビリティを確保し安全の宣伝効果を得る。

・A社として国産材料へのこだわり強化

課題に対する改善策

過去の歴史から新たな展開を
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� 既存販路の確保

シェア確保に動く大手に比べ，A社のドメ

インは，多少単価が高くても安心で高品質な

商品を求める消費者層である。商品開発にた

けた定年間近の高齢社員を登用し，その知見

を戦力とする。新たに有力食品スーパー・大

手卸問屋の既存販路の堅持要員とする。

�日本の食文化に立ち返っての展開
直営販売会社と地元他業種有力店が，空き

スペースヲ活用して，米を使用した食をキー

ワードにした文化体験，文学・歴史散歩がで

きるお茶屋・小物店・飲食店などを設置する。

多様な食文化を導く。

�地域との交流から新規販路の開拓
地域のものを地域で造って地域で消費する。

新たに開設された地元を愛した有力画家の美

術館をきっかけに，社長自ら地域の旗振り役

として率先して，地産地消の新商品開発・販

路を拡大する。

人員不足と技術伝承

日本全体の状況として，少子高齢化・生産

年齢人口の減少傾向にある。少ない人材でも

今の仕事ができる体制構築が長期的な目標と

なる。省エネ補助金により，工場内照明・空

調設備・冷蔵設備の省エネ化が進み，合わせ

て労働環境の改善が進んでいる。

� 新設備の活用と他社との連携

大手の志向するシェア拡大に対抗するため

には，個性豊かな商品を提供できるかにかか

っている。生産性向上のために導入した最新

設備の稼働率が伸びていない。その原因を追

究し，場合によっては，同業他社との連携・

外注等新たな活用方法を模索する。

� 実りある５Sの実現

大手スーパー等の取引の歴史があることか

ら，製造現場の５Sは実現しており，新旧設

備の技術伝承を進める。全社へ広げるために

は，旗振りは社長で，実働は現場の責任者ク

ラスとする。製造現場の知見を管理部門から

倉庫・仕入発送部門まで全員参加で実施する。

物流で５S改善に入るには，倉庫・物流機

器の定位置を定めることから始めると良い。

見た目が整えば，在庫減など合理化効果は

ついてくる。

� 労働環境の改善

現場では，米・餅が重量物であり，機械へ

の投入段階での移動作業の負担が重い。作業

負担軽減のため，導線見直しやコンベア導入

等により，労働環境改善につなげる。

●図表－８ クロスSWOT分析

外部環境の変化

競合企業との競争力

機会（O） 脅威（T）

安定した市場
大手の隙間
他社との連携・業務提携
通販は新たな収益源

大手のシェア拡大
川上，多業態からの参入
他の菓子類との競争
人手不足
生産性アップ圧力

強
み（
Ｓ
）

有能な製造技術者
余裕ある製造設備
同業他社に比べ潤沢な資金
多様な販売ルート
新製品開発力

【改善に向けての戦略の方向性】

〇既存販路の確保と通販をはじめとする新分野への展開

〇人手不足と技術・文化伝承

〇現有設備の有効活用と他社との連携

〇食の安全性確保弱
み（
Ｗ
）

技術者の高齢化・技術伝承の遅れ
社員の意欲が乏しい
大手に比べ劣る労働環境
情報発信力が弱い
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●図表－１０ 改善後のモデル利益計画（千円）

現在 １年目 ２年目 ３年目

売上高 ６５５，０００６７５，０００６９５，０００７１６，０００

売上原価 ４７２，２５５４８６，６７５４９４，１４５５０１，９１６

売上総利益 １８２，７４５１８８，３２５２００，８５５２１４，０８４

販売管理費 １６１，２００１７１，２００１６４，２００１６４，２００

営業利益 ２１，５４５ １７，１２５ ３６，６５５ ４９，８８４

顧客の視点

A社は現時点で利益を出しており，収益改

善は，すべて利益として帰ってくる。

� 買いたいものがあるか

軽いタイプの商品が顧客のニーズと判断し

新ラインの設備投資を実施したが計画売上に

達していない。現実に他社では売れ筋となっ

ており，商品開発の再挑戦をしていく。

贈答用高級品の品ぞろえを，既存ルート以

外に拡大するため，資源集中投入で独自通販

サイトを構築する。

� 安全性が見える

社外には HACCP方式の導入・告知をし

ており，安全性のハードルは超えている。ま

た，材料の国産品使用は今後重要なセールス

ポイントになる。

社内では，５Sの成果の見える化がポイン

トになる。実施前と実施後を記録しておくこ

とが重要である。

� 独自通販サイト構築

使南関東の米菓工業組合員１１５社でWeb

サイトがあるのは３８社に留まっている。

通販サイト構築・メンテナンス企業の支援

を受け，使いやすい独自通販サイトを一気に

構築・継続見直しも行う。一度 A社商品を

購入した人にフォローできる体制とする。

効 果

� 顧客満足度の向上（売上増）

いいものを作って，商品に出会ってもらえ

ば，顧客満足に繋がり，リピーターになる。

リピーターが増えれば，売上が増える。

�生産性向上（付加価値増）
作業の合理化，省エネ対策などは，付加価

値（粗利）を増加させ，収益構造を改善する。

�増収増益を人と次の投資へ
増収増益で儲かった資金は，従業員への配

分と次の投資に使う。

改善後のモデル利益計画

改善後の利益計画では，独自ブランドの新

商品開発による売上増で年間２％，ECサイ

トを主に新たな販売ルート開拓による売上増

加で年間１％を実現する。２年目から生産

性向上による原価率年間１％削減（１年目

に独自通販サイト構築に１０百万円投入）。

高齢の熟練社員の技術を伝承するとともに，

職場環境を改善する設備投資を生かした生産

工程の生産性向上で，付加価値の強化を図る。

〔のざき・よしのぶ〕

●図表－９ バランススコアカード


