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� 市場規模縮小が続く出版業
界

� 書籍・雑誌の推定販売額の推移

過去２０年間の書籍・雑誌の推定販売額の推

移は，図表－１のとおりである。

書籍：９，７０６億円から，６，７２３億円へと３０．７％

減少

雑誌：１４，２６１億円から５，６３７億円へと６０．５％

減少

雑誌売上の大幅減少は，雑誌売上に大きく

依存する中小書店廃業の一因である。

過去２０年間，書籍・雑誌の売り上げは，共

に１度も途絶えることなく，前年比マイナス

の記録を更新している。

� 書籍・雑誌の販売部数の推移

販売金額の変動と販売部数の変動とのギャ

中小企業診断士

長谷川 勇

●図表－１ 書籍・雑誌の推定販売額の推移
（億円）

年
書籍 雑誌

推定販売額 推定販売額

２０００ ９，７０６ １４，２６１

２００５ ９，１９７ １２，７６７

２０１０ ８，２１３ １０，５３６

２０１１ ８，１９９ ９，８４４

２０１２ ８，０１３ ９，３８５

２０１３ ７，８５１ ８，９７２

２０１４ ７，５４５ ８，５２０

２０１５ ７，４２０ ７，８０１

２０１６ ７，３７０ ７，３３９

２０１７ ７，１５２ ６，５４８

２０１８ ６，９９１ ５，９３０

２０１９ ６，７２３ ５，６３７

２０００比 －３０．７％ －６０．５％

出典：２０２０年版出版指標年報

●図表－２ 書籍・雑誌の販売部数の推移
（単位：万冊）

年
書籍 雑誌

推定販売部数 推定販売部数

２０００ ７７，３６４ ３４０，５４２

２００５ ７３，９４４ ２８７，３２５

２０１０ ７０，２３３ ２１７，２２２

２０１１ ７０，０１３ １９８，９７０

２０１２ ６８，７９０ １８７，３３９

２０１３ ６７，７３８ １７６，３６８

２０１４ ６４，４６１ １６５，０８８

２０１５ ６２，６３３ １４７，８１２

２０１６ ６１，７６９ １３５，９９０

２０１７ ５９，１５７ １１９，４２６

２０１８ ５７，１２９ １０６，０３２

２０１９ ５４，２４０ ９７，５５４

２０００比 －２９．９％ －７１．４％

出典：２０２０年版出版指標年報

利益計画

書店のモデル利益計画
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●図表－３ 返品率の推移

年
書籍 雑誌

返品率 返品率

２００１ ３９．１ ２９．４

２００６ ３８．２ ３４．５

２０１１ ３７．６ ３６．１

２０１２ ３７．８ ３７．６

２０１３ ３７．３ ３８．８

２０１４ ３７．６ ４０．０

２０１５ ３７．２ ４１．８

２０１６ ３６．９ ４１．４

２０１７ ３６．７ ４３．７

２０１８ ３６．３ ４３．７

２０１９ ３５．７ ４２．９

２００１比 ３．４ポイント改善 １３．５ポイント悪化

出典：２０２０年版出版指標年報

●図表－４ 出版点数の推移

年
書籍 雑誌

新刊点数 銘柄数

２０００ ６７，５２２ ３，４３３

２００５ ７６，５２８ ３，６４２

２０１０ ７４，７１４ ３，４５３

２０１１ ７５，８１０ ３，３７６

２０１２ ７８，３４９ ３，３０９

２０１３ ７７，９１０ ３，２４４

２０１４ ７６，４６５ ３，１７９

２０１５ ７６，４４５ ３，０７８

２０１６ ７５，０３９ ２，９７７

２０１７ ７３，０５７ ２，８９７

２０１８ ７１，６６１ ２，８２１

２０１９ ７１，９０３ ２，７３４

２０００比 ６％ －２０％

出典：２０２０年版出版指標年報
雑誌＝月刊誌＋週刊誌

ップは，単価の変動を反映している。書籍の

販売金額と部数の減少率は３０％前後とほぼ

並行しており，単価の変動はあまりなかった。

一方，雑誌の販売額の減少率６０．５％に対し，

販売部数は販売金額を大きく上回る７１．４％

減少で，単価の上昇を反映している。

� 返品率の推移

出版物取引の特徴は，再販売価格維持制度

により売れ残り品の割引販売処分ができない

一方，委託販売制度により返品が可能なこと

である。返品を許容する委託販売制度は，学

術書など書店の棚に並べられる機会の少ない

書物の販売機会を可能にし，国民に知識向上

の機会を提供する。その反面，売れ残りの書

籍の返品は，書店・取次・出版社の財務に大

きな負担となる。

過去２０年間の返品率は，書籍では３９．１％

から３５．７％へと３．４ポイント改善した。一方，

雑誌は，２９．４％から４２．９％へと１３．５ポイン

ト悪化した。

返品率削減策の議論は多々あるが，実効性

を伴った現実策は未解決のままである。

� 出版点数の推移

出版業界の市場規模の縮小を反映して，書

籍の新刊点数と雑誌の銘柄数も減少傾向にあ

る。２０１９年の書籍の出版点数は，２０年前の

２０００年と比較して６％増加しているが，２０１２

年と比較すると８．５％減少である。

雑誌も同様に銘柄数は２０％減少し，２００５

年と比較して２５．１％の減少で，同年以降は

減少の一途を辿っている。

� 平均価格の推移

平均価格の推移をみると，雑誌に比べて書

籍は安定している。１９７１年から２０１９年まで

の４８年間の値上がり率は，書籍は７８％であ

るが雑誌は２１０％となっている。

雑誌は，販売部数の減少，返品率の増加，

広告収入の減少などで，１部当たりの原価上

昇が価格上昇の原因と推測される。

なお，２０１１年から２０１９年までの年間上昇

率は，書籍で１％，雑誌で１．６％である。雑

誌は，販売点数の減少と販売単価の上昇の悪

循環に陥っている。
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●図表－５ 平均価格の推移 （円）

年
書籍新刊 月刊誌

価格 価格

１９７１ ６７２ ２１５

１９８１ １，０４６ ４２９

１９９１ １，０１６ ４６４

２００１ １，１８１ ５２２

２０１１ １，１０９ ５８８

２０１２ １，１１７ ５９３

２０１３ １，１２０ ６００

２０１４ １，１４２ ６０７

２０１５ １，１４５ ６１９

２０１６ １，１６２ ６３１

２０１７ １，１６７ ６４０

２０１８ １，１６８ ６５１

２０１９ １，１９７ ６６７

１９７１比 ７８％ ２１０％

出典：２０２０年版出版指標年報

●図表－６ 電子出版と紙出版の推移

電子出版と紙出版の推移（億円）

紙出版 電子出版 合計

２０１４ １６，０６５ １，１４４ １７，２０９

２０１５ １５，２２０ １，５０２ １６，７２２

２０１６ １４，７０９ １，９０９ １６，６１８

２０１７ １３，７０１ ２，２１５ １５，９１６

２０１８ １２，９２１ ２，４７９ １５，４００

２０１９ １２，３６０ ３，０７２ １５，４３２

２０１４比 －２３％ １６９％ －１０％

出典：２０２０年版出版指標年報

●図表－７ 電子出版市場の内訳

出版市場規模（億円）

コミック 雑誌 書籍

２０１４ ８８７ ６５ １９２

２０１５ １，１６９ １０５ ２２８

２０１６ １，４９１ １６０ ２５８

２０１７ １，７４７ １７８ ２９０

２０１８ ２，００２ １５６ ３２１

２０１９ ２，５９３ １３０ ３４９

２０１４比 １９２％ １００％ ８２％

シェア ８４．４％ ４．２％ １１．４％

出典：２０２０年版出版指標年報

●図表－８ コミック市場の販売金額

1 2 3 4 5 6
紙 3,569 3,268 2,963 2,583 2,412 2,387
電子 887 1,169 1,491 1,747 2,002 2,593

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

コミック市場販売金額推移（億円）

出典：出版状況クロニクル１４３（２０２０－０４－０１）

�

� 電子出版と紙出版

マイナス成長を続ける出版業界にあって，

電子出版市場は着実に成長を続けている。

２０１４年と比較して，５年後の紙出版市場は

２３％減少の一方で，電子出版市場は１６９％増

加している。しかし，紙市場と電子出版市場

の合計は１０％減少している。紙出版市場の

減少を電子出版市場の増加で，カバーしきれ

ていない。

２０１９年の電子出版市場の内訳は，コミッ

クが８４％を占め，雑誌は４％，書籍は１１％

である。紙出版市場のコミック部門が一番大

きな影響を受け，２０１９年に電子コミック市

場が紙コミック市場を凌駕した。

「紙＋電子」コミック市場は，永らく４，４００

億円前後で推移していたが，２０１９年に４，９８０

億円に成長したが，リアル書店にとって朗報

ではない。

出版業界の構成変化

出版物の需要の変化を受けて，出版業界の

サプライチェーンを構成する業界の動向を検

証する。

� 出版社業界

出版物のサプライチェーンの内，メーカー

の位置づけを占める出版社業界の推移は図表
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●図表－９ 出版社の社数・売上高の推移

年度
出版社 売上高

１社当り
売上高

社数 （兆円） （億円）

２００１ ４，４２４ ３．２７ ７．３９

２００６ ４，１０７ ２．６８ ６．５３

２０１１ ３，７３４ ２．１１ ５．６５

２０１２ ３，６７６ ２．０３ ５．５２

２０１３ ３，５８８ １．８９ ５．２７

２０１４ ３，５３４ １．８７ ５．２９

２０１５ ３，４８９ １．７９ ５．１３

２０１６ ３，３７０ １．７１ ５．０７

２０１７ ３，１８２ １．６２ ５．０９

２０１８ ３，０５８ １．５７ ５．１３

２００１比 －３１％ －５２％ －３１％

出典：ガベージニュース ２０１８．１０．１５
●図表－１１ 坪数別書店の推移

年度 総店舗数
坪数別店舗数

３００以上 １００－２９９ ５０－９９

２００８ １７，３８３ １，０３２ ３，０３５ ２，４３７

２００９ １７，１８７ １，０５２ ３，０１３ ２，３６７

２０１０ １６，９６６ １，０６４ ３，０００ ２，３１２

２０１１ １６，７２２ １，０６８ ３，００６ ２，２４３

２０１２ １６，３７１ １，０７７ ２，９２８ ２，１４０

２０１３ １５，６０２ １，１２０ ２，９１３ ２，０８２

２０１４ １４，６５８ １，１４９ ２，８４７ １，９５７

２０１５ １４，４６８ １，１５２ ２，７６９ １，８６５

２０１６ １４，０９８ １，１６６ ２，７０２ １，７９９

２０１７ １３，５７６ １，１６２ ２，５８４ １，６９０

２０１８ １３，０８５ １，１６８ ２，４２６ １，６０２

２００８比 －２４．７％ １３．２％ －２０．１％ －３４．３％

出典：２０２０年版出版指標年報
注：総店舗数は，１－４９坪及び坪数不明を含む

�

経 営 理 念 地域の「知」の向上に貢献

創 業 昭和２１年４月

組 織 形 態 株式会社

資 本 金 １０００万円

拠 点 数 １店舗

レ ジ 台 数 ２台

経 営 者 ３代目

－９のとおりである。

出版物の需要の大幅な減少（５２％減）を

反映して，２００１年以降２０１８年までの１８年間

に，出版社数は３１％減少し，１社当りの売

上高も３１％減少している。

現存している出版社は，売上高の大幅な減

少に見舞われながら，活路を模索しているの

が現状である。

� 取次業界

取次業界は，中小企業の淘汰が進み，トー

ハンと日本出版販売２社の寡占状態にある。

取引先書店の占有率は，トーハンが４０．２％，

日本出版販売が３８．１％で，２社合計で７８．３％

を占有している。

しかしながら，寡占２社の経営成績は，悪

化の一途を辿っている。

２０１４年から２０１９年までの５年間の売上高

推移は，トーハンが１９．４％減少し，日本出

版販売は２２．５％減少している。その間，赤

字は計上していないが，両社とも利益率１％

未満の厳しい業績である。

� 書店業界

出版市場の縮小を受けて，書店の総店舗数

は２００９年の１７，１８７店に比べて，１０年後の２０１８

年には１３，０８５店と２５％減少している。

３００坪以上の店舗が１３％増加した以外は，

すべて減少している。

モデルA書店の概要

●図表－１０ 取次２社の業績推移
（億円）

区分 ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９

ト
ー
ハ
ン

売上高 ４，９２６４，８０９４，７３７４，６１３４，２７５３，７９１

当期純利益 ２２ ２１ ２３ ３０ １８ ７

利益率 ０．４％ ０．４％ ０．５％ ０．７％ ０．４％ ０．２％

日
版

売上高 ５，６６７５，３８３５，１３６５，０２３４，６２４４，３９０

当期純利益 ２０ ９ １０ ７ ９ ７

利益率 ０．４％ ０．２％ ０．２％ ０．１％ ０．２％ ０．２％

出典：トーハン及び日版の事業報告書より
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1

●図表－１２ ５フォース分析

自店
競合店

・競合書店
・古書店
・ネット書店
・電子書籍
・図書館

代替品
・スマートフォン

　（インターネット関連）
・スマホアプリ（教育・エンタメ）
・動画配信（Youtube U-NEXT）

新規参入
・Ｎｏｔｅ

・オーディオブック（ながら学習）
・オンライン学習（Udemyなど）

・再販価格維持制度

　　（売残りは返品可能）

売手 買手
・スマホで世界中の情報入手
・どこでも本の内容・価格同じ
・選択肢多し
　（定額読み放題・ながら読み）

　（価格決定権は出版社）
・委託販売制度

創業経営者は，戦地で活字に飢えた生活を

送り，復員後自宅の一部を改造して「古本屋」

を開業した。経済の復興を予見して新刊書店

に転換し，小型３店舗体制を築いたが，雑誌

販売の落ち込みに対応すべく，５年前に３店

舗すべてを閉鎖し，中心市街地の商店街の一

角に中型店舗（１５０坪）を開店し，書籍中心

の品揃えに転換した。

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

書籍・雑誌は，経済資産とは異なり，文化

資産の性格を備えている。全国の読者に多種

多様な出版物を，同一価格で提供することに

より文字・活字文化を振興し，文化水準を向

上させるため，独占禁止法の例外規定が維持

されている。

・再販売価格維持制度

・委託販売制度による返品制度

・小中高生の ITスキル向上のためのタブ

レット端末全員配布

� 経済環境の変化

出版産業は，景気変動の影響を受けにくい

産業であった。現在の「出版不況」も，業界

特有の要因による「プロダクトライフサイク

ル」の衰退期の現象である。

・スマホの普及による可処分所得配分変化

・電子書籍普及による紙出版物の減少

・フリマアプリの普及による中古本購入

・所有（蔵書）意識の利用意識への転換

� 社会環境の変化

情報入手手段の多様化により，新鮮な情報

倉庫としてのリアル書店の位置づけが変化し

た。

・ネット書店の出現・拡大

・若者の活字離れ

・図書館利用の拡大

・活字文化担い手の団塊世代の退職

� 技術環境の変化

出版産業は情報産業であり，情報の入手手

段の多様化が，出版産業のサプライチェーン

の一翼を担う書店に，より大きなマイナス・

インパクトを与えている。

・インターネット・スマホの普及

・情報の電子化

� ５フォース分析（ミクロ環境分析）

情報産業である書店にとり，情報の活字情

報から電子情報への比重の変化により，５フ

ォース分析の構造も大きく変化している。

� 競合企業の競争力

書店の競合企業は，同業の書店だけではな

く，同じ書籍・雑誌を取り扱う古書店・フリ

マ・ネット書店・電子書籍販売企業・図書館

などがある。

・古書店：リアル店舗を構えた大型チェー

ン店が出現している。

・フリーマーケット：ネット上のフリーマ

ーケットで，割安で気軽に中古本を購入

できる。

・ネット書店：リアル書店に足を運ばなく

ても，同じ新刊本を自宅から注文し自宅

に配送され，ネット上で決済が完了する。
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●図表－１３ 図書館の貸出点数

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
個人貸出 61,82665,65671,17271,49769,52870,35268,517
販売部数 75,51975,12670,23368,79064,46161,76957,129

50,000
60,000
70,000
80,000

書籍の販売部数と図書館の個人貸出点数

出典：２０２０年版出版指標年報

2

・電子書籍：電子版コミックは，紙コミッ

クの販売を凌駕している。（図表－８参

照）

・図書館：販売競争相手ではないが，図書

館の個人向け貸し出し点数は，書籍の販

売部数を上回り，書店経営に大きく影響

している。

� 仕入先（出版社・取次）の交渉力

売手である出版社は，基本的にすべての書

店に販売する権利を認めている。その読者に

対する販売価格は，出版社が決定し，書店に

は仕入価格交渉権はない（再販売価格維持制

度）。その制度の対として，取次との委託販

売制度があり，一定の条件の下で書店は売残

品の返品が認められている。

� 販売先（読者）との交渉力

書籍・雑誌は定価で買うもの（再販売価格

維持制度）との認識は，読者に深く浸透して

おり，読者と書店との価格交渉はない。

但し，読者が他の業態の競合店や，代替品・

新規参入との比較・検討をしている場合，再

販売価格の維持を義務付けされている書店と

しての対応策はない。

� 代替品との交渉力

出版物販売のピークであった１９９６年のこ

ろまでは，書籍と雑誌の読者が通勤電車の風

景であったが，現在はスマホの風景にとって

かわられている。情報化の進展により，紙媒

体による情報提供方法から，情報機器や情報

アプリなどの代替媒体による情報提供が広が

りを見せている。

・スマートフォン：紙媒体と同内容の情報

が，スマートフォンやタブレット，パソ

コンを媒体としてインターネット情報が

広く提供されている。

・スマホアプリ：紙媒体では提供されない

エンタメ情報や教育アプリなどが提供さ

れている。

・動画配信サービス：紙媒体では提供でき

ない。Youtube，U−NEXTなど

� 新規参入の脅威

情報技術の進歩は，情報を提供する媒体の

代替だけではなく，コンテンツの新しいあり

ようも提供している。

・Note：自己表現の場として，「つぶやき

（短文の楽しい会話），「画像」（写真や

イラストの投稿），「テキスト」（長文の

小説・コラムの投稿），「音声」（自作の

音楽の公開），「動画」などの提供。

・オーディオブック：ながら「読書」（声

優による朗読が基本）の提供

・オンライン学習サービス：小学生向けの

学年別雑誌やビジネスマン向けの自己研

修書籍の代替として，eラーニングで，

学年別やビジネスマン向けなどの学習コ

ンテンツを提供している。

内部環境分析

� 販売機会ロスの発生

５年前に，５０坪前後の３店舗を閉鎖して，

１５０坪店舗に集約し品揃えを強化した。２年

前に，同規模の競合店が経営不振と後継者問

題で閉店となり，売上が増加し経営に明るさ

が見えてきた。

しかし，その後売上は徐々に下降線をたど

り始めた。その原因は，�読者の隣町の大型
チェーン店やネット書店への流出，�品揃え
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不足による販売機会ロスの発生であることが

判明した。

� ヒトの流れの変化予測

現在の店舗の立地は，中心市街地の一角に

ある商店街で，鉄道沿線に並行する旧街道沿

いにあり，JR駅北口から５００メートルに立地

する。

商店街とは反対側の南口の駅前広場に面し

て大型のショッピングビルの建設計画が始動

し，商店街への客の流れの減少が予想される。

駅南口のバスターミナルには，郊外を結ぶ路

線バス５本が認可され近く増設される予定で，

ヒトの流れは南口に移動することが予想され

る。

� 書棚レイアウトの乱れ

児童書の書棚と幼年誌・幼児向け絵本の書

棚が離れたレイアウトになっている。

書棚のレイアウトは，個客視点が原則であ

り，客動線の交差防止が基本である。同一ジ

ャンルや類似ジャンルは近接した配置が原則

である。

� 文庫本の陳列順

一般的に，文庫本は書店側の在庫管理・発

注管理の都合で出版社別・作家順に配列され

ている。４出版社の文庫本を取り扱っている

と，同一作家の同一小説が４か所に分散して

陳列されている。

読者は，４社の本を見比べて自分好みの装

丁・印刷・紙質を選ぶため，手に取るまで時

間を要する。

SWOT分析

外部環境分析と内部環境分析を要約し，ク

ロス SWOT分析で戦略の方向性を策定する。

� 機 会

出版業界全体としては，長期的な市場の縮

小に見舞われているが，各書店は戦略により

現在の状況は機会でもあり，脅威ともなりう

る。

� 残存企業利益：当社は，傷が深くなる前

に零細３店舗を売却し財務体質を強化した。

さらに，近隣競合書店が閉店し，市場占有

率を高めた。

� ショッピングセンターへの移転計画：シ

ョッピングセンター建設計画を入手し直ち

にテナント入居を申し出て受け入れられた。

１５０坪店舗より２００坪店舗への移転で品揃

えが強化され，地域１番店が見えてくる。

� 新路線バスの乗り入れ許可：大ショッピ

ングセンター開店を前に，JR南口と郊外

を結ぶ路線バス５本が認可され，南口への

人の流れが多くなると見込まれる。

� 脅 威

� 出版市場の縮小：すでに説明したとおり，

出版市場は長期間縮小傾向にある。人口の

減少傾向の転換点は見えない。５G機器

の普及で情報機器の利便性向上は間もなく

である。情報の電子化は，さらに促進され

る。

� 人口の減少：人口減少は，学童人口を含

めて読書人口そのものの減少を意味し，出

版市場の縮小要因となる。

� 情報リテラシーの向上：学童へのタブレ

ット一人１台配布は国家の方針であり，情

報機器リテラシーは大幅に向上する。紙の

書籍・雑誌販売を主力とする書店にとり脅

威はさらに強まる。

� 強 み

� ITリテラシー：若手社員の２名は，学

生時代からパソコンに親しんでおり，外部

に依存することなく，自社のホームページ

を開設し，毎週情報を更新している。ホー

ムページへのアクセス数は，一般企業より

も多い。

� 読書フェア企画：ジャンル別担当者制を

導入し，仕入れの選書，陳列・在庫管理，
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売上管理に責任を持たせている。読書フェ

アの企画の立案も担当者が行い，ホームペ

ージでの広報も積極的に行っている。

� 弱 み

� 商店街立地：中心市街地にある商店街に

店舗は立地している。商店街は，旧街道の

両側に店舗が並んでいるが，旧街道は自動

車の交通量が多くなり，商店街は道路の両

側に客動線が分断された状態である。

� 読書フェアが活かされていない：店員の

熱意により読書フェアが頻繁に開催されて

いる。しかし，フェアの開催は，ホームペ

ージで告知されるのみで，潜在読者に知ら

れていない。告知方法の工夫が必要である。

問題点の改善策

� 機会の取り込み戦略

� 立地移転：JR南口に開店予定のショッ

ピングセンターに，テナントとして入居す

る。立地移転を機会に，店舗面積を拡張し

て，地域一番点を目指す。

� ついで買客の誘導：独立店舗書店の場合，

目的買いの顧客以外は入店しない。ショッ

ピングセンターの場合，他の商品を目的に

した顧客を書店に誘導する。

� 販売機会ロスの削減：店舗面積の拡大に

より，品揃えを充実し販売機会ロスを削減

する。

� 脅威の回避戦略

下記の脅威回避戦略で，出版不況に対応す

る。

� 在庫の拡充：立地移転を機会に店舗面積

を拡大することで，在庫を充実させ販売機

会ロスを回避する。

� e−hon（ネット書店）導入：ネット書店

である e−honへの加入を積極的に勧誘す

る。思い立ったら即自宅からネットで注文

し，店舗で受け取れる機会を提供する。読

者の来店機会を増やし，販売促進につなげ

る。売上良好書の仕入力不足を間接的に補

強する。

� 強みの強化戦略

� Facebook加入の勧誘：当社の強みであ

る読書フェアを，写真付きで Facebook

に掲載し読者に告知して来店を促す。

� 読書フェア企画意欲促進：Facebookに

よる読者勧誘で，来店客を増加させて企画

担当者の意欲を引き出す。ショッピングセ

ンターとの共催チラシで販促効果を増すこ

とが可能になる。

� 弱みの克服戦略

当面，機会の活用，強みの更なる充実と脅

威の回避をすることで，事業内容の好転に全

力を尽くす。

改善後の利益計画

●図表－１４ SWOT分析
機会 脅威

・残存企業社利益
・ショッピングセンターの新設計画
・JR南口への路線バス乗り入れ許可

・出版市場の縮小
・人口の縮小
・読者の情報リテラシーの向上

強
み
・IT リテラシー
・読書フェアの企画力

今後の改革の方向性
�立地移転を機会に店舗面積を拡大して地域一番点店を目指す
�ショッピングセンターへの立地移転で他商品購入目的の来店者を書店に
誘導する

�品揃え充実と在庫検索機導入で，販売機会ロスを回避する
�e-hon の導入で販売増加・来店機会の向上と来店頻度の増加を図る
�Facebook を導入し，読書フェアの告知機会にする
�Facebook の告知機会の増加で，企画立案者の意欲向上を促進する

弱
み
・商店街立地
・読書フェアが活かされない
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増益計画は，売上高増加で達成するか，経

費削減で達成するか，その双方を同時に追求

するかにある。どの企業も，外部の第３者が

冷静に現場を観察すると，内部の経営者・従

業員が気付かないムダが隠れている。商工会

議所の中小企業診断士派遣制度を利用して，

「ムダとり」をおこなう。

小売業は立地産業であり，商圏内に需要が

ないのか，需要があっても在庫がないのか，

在庫があっても消費者に知られていないのか。

あるいは，需要創造の努力不足なのか等の見

極めが必要である。

本計画では，店舗拡大で在庫を充実して販

売機会ロスを削減する。読書フェアの充実と

Facebookによる広報で需要を創造し，近隣

競合店の閉店もあり，増収・増益を達成する。

〔はせがわ・いさむ〕

●図表－１５ 利益計画
（千円）

前期 １期 ２期 ３期

売上高 １１２，３８０１１７，９９９１２１，５３９１２２，７５４

売上原価 ８４，６９０ ８８９２４ ９１５９２ ９２５０８

売上総利益 ２７，６９０ ２９，０７５ ２９，９４７ ３０，２４７

販管費 ２７，３２０ ２８６３０ ２８９２８ ２９１４７

販売費 ８８８ ９３２ ９６０ ９７０

人件費 １３，７１０ １４，３９６ １４，５４０ １４，６８５

減価償却費・家賃 ６，７７７ ７，０００ ７，０００ ７，０００

その他経費 ５，９４５ ６，３０２ ６，４２８ ６，４９２

営業利益 ３７１ ４４５ １，０２０ １，１００

●図表－１６ バランススコアカード

財務の視点 顧客の視点 業務プロセスの視点 学習と成長の視点

売上高向上 文庫本陳列を作家別に 学校図書館営業強化 e-honの読者への利用説明力

　在庫検索機の導入 駅前への立地移転 読書フェア企画力向上

店員生産性向上 在庫の充実 地域一番店ブランド確立 ジャンル別担当制で専門力向上

利 率の向上益




