
156 税理●２０２２．１２

�

●図表－１ 印刷・印刷関連業の概要

業 種 概 要

１）印刷業 顧客からの注文を受け顧客の仕様（印刷内容，紙質，数量など）に従って印刷物を
製造し，納入する。�項にて詳述

２）製版業 印刷の前工程として，印刷のための版を作る工程を請負う。出版・印刷業界への依
存度が大きい。複合機の普及，パソコンの高機能化によるDTP＊普及により簡単に
印刷物作成が可能となるなど競争激化，市場規模縮小。

３）製本業，印刷物
加工業

製本業は，印刷業界の下流工程であり，印刷物を書籍，雑誌などに加工する業種。
印刷物加工業は，印刷物の表面加工，裁断，箔押しなどの加工を行う業種。
いずれも内製化の進展，出版物減少などにより需要減少，市場規模縮小。

４）印刷関連サービ
ス業

校正刷り，刷版研磨，印刷物結束など印刷工程にかかる付帯サービスを提供する業
種。印刷物需要減少，また IT 機器の技術進化による内製化の進展，現場での省力
化機械の導入により需要減少。

＊Desk Top Publishing パソコンによる原稿編集システム

印刷業は，私たちが毎日目にする新聞や書籍，雑誌，広告チラシなどの紙媒体の製作を通

して，様々な情報を形ある「印刷物」に変換し，伝達することで人々の知的活動を支援する

製造業である。広告業界，出版業界など幅広い業界と連携しながら経済・文化活動に大きな

貢献を果たしている。

印刷業の概要

1 印刷業の概要

� 印刷業・印刷関連業

総務省日本産業分類によると，印刷業・印刷関連業として，１）印刷業，２）製版業，３）

製本業，印刷物加工業，４）印刷関連サービス業 の４業種に分類されている。

２）から４）の印刷関連業はいずれも印刷業と同様に紙媒体の減少とデジタル化への移行

の影響を受けて市場環境は厳しい。

� 印刷業の定義
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●図表－２ オフセット印刷とオンデマンド印刷の比較

オフセット印刷 オンデマンド印刷

版 必 要 不 要

着 色 インキ トナー

用 紙 あらゆるものに対応可能 極端な薄・厚紙は対応できない

サイズ ほとんどすべてのサイズに対応可能 B３程度まで

数 量 数百部から数十万部まで 数十部から数百部

コスト 版代のコストがかかる
多部数になるほど低い単価

小ロットで低コスト

納 期 版作成分の日数がかかる 即日対応可能

●図表－３ 印刷業の従業者規模別事業所数
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（資料） 経済産業省 ２０２０年産業別統計表より 線グラフは規模別累積構成比を示す

印刷業は，顧客からの注文を受け顧客の仕様（印刷内容，紙質，数量など）に従って印刷

物を製造し，納入する受注型産業である。印刷物の製造工程においては，顧客が求める訴求

ポイントや伝えたい情報内容に応じて原稿のデザイン，編集，画像処理などの情報処理を行

う能力も必要となる。

印刷方法，印刷対象物により，１）オフセット印刷業，２）オフセット以外の印刷業（紙

に対するもの），３）紙以外の印刷業 の３業種に分類される。

また，印刷方法としては，版が必要で専門の印刷機を用いるオフセット印刷（平板印刷），

凸版印刷（活版印刷），凹版印刷（グラビア印刷）と専用の版を作成しないオンデマンド印

刷がある。オフセット印刷とオンデマンド印刷の特徴・相違点は以下のとおり。

� 印刷業の特徴

印刷業の従業者規模別の事業所数を見ると，全事業所数１６，７８１のうち従業者規模３００人未

満の中小企業が９９．７％（１６，７２４事業所）を，かつ２０人以下の小規模企業者が８４．９％（１４，２４９

事業所）を占める。関連業界を含め印刷工程が多岐にわたるため部分工程業務の外注を行い

やすく，専門分野・工程に特化したい中小企業に適した事業といえる。

2 印刷業界の動向

� 印刷業界の動向
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●図表－４ 印刷業・印刷関連業（従業者４人以上）の事業所数，従業者数，製造品出荷額の推移

事業所数（百） 従業者数（千人） 製造品出荷額（百億円）

535

2015年

511 507 483 484

2016年 2017年 2018年 2019年

264 260 258 253 251

122 106 102 99 97

（資料） 経済産業省 ２０２０年産業別統計表 より筆者が作成

印刷・印刷関連業の事業所数，従業者数，製造品出荷額を見るとほぼすべての指数におい

て，漸減の傾向がみられ業界規模は縮小傾向である。

� 印刷物の種類

印刷物は，印刷対象，目的により以下の７種類に分類される。

１）出版印刷（書籍，雑誌，新聞など）

２）商業印刷（チラシ，ポスター，パンフレットなど宣伝用とカタログ，マニュアル（使用

説明書），社内報など業務用）

３）証券印刷（証券類，カード類など）

４）事務用印刷（名刺，封筒，伝票類など）

５）包装印刷（紙器，紙袋，包装紙，ラベル，シールなど）

６）建装材印刷（壁紙，床，建具用シートなど）

７）その他印刷関連（入力代行，データベース管理などのソフトサービスなど）

印刷物製品分野ごとの生産金額の推移を見ると，最も生産金額が大きい商業印刷分野は，

●図表－５ 主要印刷製品別生産金額（従業者１００人以上）の推移 （単位：億円）

商業 出版 事務 包装 証券・建装・他
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（資料） 経済産業省 生産動態統計 より筆者が作成
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●図表－６ 印刷業の業務フロー（一般的な事業形態）

⑴営業 ⑶製版 ⑷印刷 ⑸加工 ⑹納品 ⑺決済⑵デザイン

Web環境や SMSの普及などによる紙媒体の宣伝用チラシの減少傾向の影響などを受け２０１７

年の１，４２６億円から２０２１年には１，２３３億円と１３．５％減少している。また，出版科学研究所調べ

の出版物売上シェアで，２０１４年に紙媒体９３．３％，電子出版６．７％に対し２０２１年には紙媒体

７２．２％電子出版２７．８％に変化しているというデータがある。出版印刷分野は，こうした電子

出版の普及が進む状況を反映して，生産金額は２０１７年６５６億円から２０２１年５４４億円へと一貫し

て減少している。事務用印刷分野は，２０１９年までは堅調であったが，２０２０年から減少。一方，

包装印刷分野は，環境対策のための仕様変更需要などもあり堅調に推移している。

� セルフ印刷の増加

軽印刷分野においては，小ロットと短納期を活かして中小印刷業者が小回りよく需要を取

り込んでいた。しかし，ネットワーク環境の進展や事務機器のデジタル化，カラー化の進展，

あわせてパソコン・複合機の普及，そこで利用する印刷ソフト，アプリケーションの進化に

よりセルフ印刷が増加している。軽印刷市場が縮小している中，中小印刷事業者の対応とし

ては，WEBデザイン制作への専業化，ドローンを用いた空撮技術を活かした動画制作など

の紙媒体以外への展開，あるいはそれらを活用した顧客の総合マーケティング支援などを行

う事業者もみられる。しかしながら，いずれにしても大手に負けないデザイン，企画，編集

力，細やかな顧客対応力を磨き上げる必要がある。紙媒体印刷物にしてもセルフ印刷とは違

うプロ仕様の出来栄えを顧客に感じさせる技術力が求められよう。

� 印刷通販事業者の台頭

従来の対面営業をインターネット等に置き換えた印刷通販事業が台頭している。

一般的な印刷業の業務フローとしては，

� 営業対応（企画・提案・各種代行）→ � デザイン→ � 製版→ � 印刷 → � 加工→

� 納品 → � 決済・代金回収 の７ステップとなる。

一方，印刷通販事業においては，入稿データを顧客側が準備する，あるいは予め標準のフ

ォーマットを用意して顧客に画像やテキストデータを入力してもらうことにより，�から�
のステップをシステム化，あるいはできるだけ省力化して対応することが可能となった。ま

た，システムに決済機能を搭載することにより顧客側にも２４時間好きな時に印刷の依頼を行

えることや，必要な時に迅速に印刷物を入手できることなどの利便性を提供できる。印刷通

販事業者側の一般印刷事業に比べたメリットとしては，営業工数・コストの低減，システム

活用による印刷業務フローの効率化，個人の顧客も含めた顧客関係性の強化，またネットを

介することで地理的な制約がなくなり事業を拡大しやすくなる，などが挙げられる。

また，印刷通販事業者はビジネス形態により，以下の３つに分類される。
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�

・総合印刷通販事業者

大手事業者を中心に自社で製造から納品までフルサービスを行う

・外注型印刷通販事業者

印刷は同業者間のネットワークを活用・外注し，印刷設備は保持しない

・商材特化型印刷通販事業者

特定，単品の商材に自社の強みを前面に押し出す（DM，チラシ，案内状など）

印刷通販事業者は，それぞれの事業形態により，法人，個人にとどまらず独立デザイナー，

クリエーターや同業中小印刷会社，ネットショップなど幅広い顧客を取り込むことができる。

また，コロナ禍を経た在宅，リモート業務環境は，他の通信販売事業と同様に印刷通販事

業に追い風となる。さらにこうした環境を有効に活用するためには，印刷通販事業に特化せ

ずとも通常印刷物の受注チャネルの一つとしてWeb受注を活用することは必須と考えられ

る。

モデル企業A社の概要

1 A社の概要と沿革

創 業：昭和４３年３月

形 態：株式会社

資本金：１，０００万円

従業員：５名（社員４名 パート１名）

事 業：印刷業

年 商：５，２００万円（２０２１年）

A社は，関東近郊の都市に所在し，駅から徒歩２０分の住宅街にある創業者所有建物１階に

事務所を構えている。創業は，初代社長とその妹が保有するタイピング技術を活かして，近

隣の事業所などからの印刷需要を取り込み５４年前に２名で事業を開始した。当初は，まだ珍

しい女性社長でもあり地域の商工会組織を中心に，地域活動にも積極的に参画するなどによ

り支持を得た。その後も地元を基盤に商工業者，工場など事業所の事務印刷需要を取り込み，

順調に業績を重ねていった。現社長は，初代社長の長女で子育てをしながら A社に勤務し

たのち，１０年前に社長に就任した。社長は，経営管理および営業を主として担当している。

他の社員３名は，いずれも入社６年以内と社歴は浅い。６年前までは，受注案件ごとに社外

デザイナーに業務委託を行う体制であったが，内製化を図るために印刷会社，デザイン会社

での勤務経験を持ち，デザイン業務に必要なアプリケーションソフトである Adobe社の

Photoshop，Illustratorを使う能力を有する人材の採用を行った。採用後は，いずれも定着
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●図表－７ PEST分析

政治的要因（Politics） 脱炭素化の動きで印刷原料のインク（石油），紙（木）を用いることに環境
負荷が大きいとの指摘がある

経済的要因（Economy） コロナ禍を経た在宅勤務，リモート環境でのコミュニケーションや通信販売
が進展

社会的要因（Society） 電子出版が増加，紙出版媒体の減少

技術的要因（Technology） ネットワーク環境の進展や事務機器のデジタル化，カラー化の進展，あわせ
てパソコンや情報端末の普及

して勤務している。A社では提供する商品・サービスを大きくは以下の３種類に分類してい

るが，基本的には顧客の要望により様々な印刷領域に対応する幅広い商品構成である。

１）印刷サービス

会社案内，パンフレット，製品カタログ，記念誌，チラシ，ポスター，販促グッズ，名

刺，カード，封筒，伝票，帳票，特殊印刷

２）印刷通販事業

法事用をはじめ法人，個人の各種の案内状などを自社のホームページから受注

３）デザイン業務

ホームページ制作，新聞広告，ポスティング（印刷物作成および配布計画・実施），ロ

ゴ・キャラクター製作など

大型印刷機械設備は保有していないため，多部数のオフセット印刷などは対応できる印刷

業者に外注している。社内には，オンデマンド印刷機を３台保有しているので小ロットの受

注には短納期で対応可能である。社長は，近隣の事業所などの取引先を中心に積極的な営業

活動を行い，時には大手広告代理店も含むデザインコンペに参画するなど精力的な営業活動

を行なっているが，コンペにおける受注獲得は容易ではない。社長としては，継続して安定

的に利益を上げていける体制を模索しているところである。

2 A社の環境分析

� PEST 分析

A社，印刷業界を取り巻くマクロ環境が及ぼす将来的な影響について PEST分析を行い確

認する。

� ファイブフォース分析

A社，または印刷業界の収益性に影響がある競争要因をファイブフォース分析により整理

する。

●図表－８ ファイブフォース分析

新規参入業者の脅威 印刷機械等の設備を保有しなくても同業者への外注活用により個人事業者でも参入
容易となり新規参入が増加（自前の営業力，デザイン技術は必要だが，ネットワー
ク環境進展が後押し）

顧客の交渉力 価格を明示しているネット印刷業者との比較により値下げ要求が強まる
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●図表－９ SWOT分析

プラス要因 マイナス要因

内部環境 ＝強み＝
デザイン能力・経験を持つ社員を保有
オンデマンド印刷機で短納期対応可能

＝弱み＝
営業体制が社長一人で脆弱

外部環境 ＝機会＝
コロナ禍の在宅，リモート環境による通販事業
の拡大

＝脅威＝
印刷業界規模が縮小傾向
環境負荷を考慮したペーパレス傾向による印
刷物の削減

●図表－１０ A社の商品構成ごとの収益性分析 （単位：万円）

印刷サービス 印刷通販 デザイン 合 計

売上高 ３，７１８ １，１３９ ３４３ ５，２００

売上総利益 １，４８７ ９６８ ３２６ ２，７８１

（利益率） （４０．０％） （８５．０％） （９５．０％） （５３．５％）

売り手の交渉力 インク，紙などの価格高騰により委託印刷原価の値上げ要求が強まる

代替品の脅威 紙媒体からWebや SNSなどでの電子ネットワークコミュニケーションに置き換
えが進む

競合との競争関係 規模に関わらず印刷業者は数多く競争激しい
印刷通販事業者が台頭している

� SWOT分析

これまで確認した外部環境と A社の内部環境を機会と脅威，強みと弱みに分けて分析す

る。

� 利益計画のための収益性分析

利益計画改善のための戦略構築を行うにあたり，収益性についての現状把握を行った。

２０２１年の商品構成ごとの売上高，売上総利益を調べると以下のとおりであった。

営業効率や業務効率が高い印刷通販事業，付加価値が高いデザイン業務が印刷サービスに

比して利益率が高いことが分かった。

また，これまでの売上高の推移をみると印刷サービスは固定法人客を中心に安定的に売り

上げを計上している。印刷通販事業は４年ほど前から受注を開始したが順調に売り上げが伸

びてきている。

� 利益改善の経営戦略

これまでに行った環境分析の結果を踏まえ，アンゾフの成長マトリクスを基に今後の戦略

を決定する。

上記の分析を踏まえて，社員のデザイン能力を活かせるとともに，オンデマンド印刷機で

短納期対応も可能なことから個人向け印刷通販事業を伸ばす戦略とした。

商品構成上の法人向け中心の印刷サービスは，現状レベルを維持できるように引き続き営

業活動を行い既存顧客等のニーズに応えていく。プラスアルファとして個人向けの印刷通販
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事業を拡大することで，会社の収益性，企業としての安定性を高めていきたいと考える。

3 A社の利益改善の具体策

� 印刷通販専用サイト開設

これまでは，自社のホームページから印刷を受け付けるシステムであったが，案内状を中

心とした別ブランドの印刷通販専用サイトを立ち上げる。自社のWeb構築能力を有する社

員が立ち上げ，開発を行う。事業を軌道に乗せるために留意すべき事項は次のとおりである。

１）商品構成

案内状などの対応可能な定型文例を豊富に準備しておき，顧客が自ら必要な点をテキス

ト修正することで出来上がりがイメージしやすく安心して注文できるようにしておく。

２）決済システムとの連携

外部決済サービスを活用して顧客が即座に決済，注文を完了させることができるように

する。即時決済可能なので掛け売りはしない。

３）注文から納品までのフローの明確化

顧客に安心して注文してもらえるようにフロー，基本納期を明確に示しておく。

４）関連法規

留意しておくべき法規は，特定商取引法および個人情報保護法である。

� 受注促進のための方策

１）SEO対策（検索エンジン最適化）

潜在顧客にアクセスしてもらいやすいように，開設する通販専用サイトの SEO対策を

継続的に実施する。これにより，関連ワードによる検索で自社サイトが常に上位に表示さ

れる事を可能とする。競合状況などを見ながら必要に応じて専門家に相談依頼する事も検

討する。

２）受注チャネル拡大

地域の葬祭事業者から会葬御礼などに A社通販の利用を紹介してもらっている実績が

あるが，さらに提携先を開拓する。また，結婚式場，写真館などとの提携・協業を広げる

営業活動を実施する。定型の通販商品とともにオリジナルデザイン商品の販売にも拡げた

い。

３）顧客データベースの構築

許可を得た顧客との関係性を継続するために，連絡先，注文履歴などのデータベースを

●図表－１１ 成長マトリクス

既存製品 新規製品

既存市場
（法人向け）

＝市場浸透戦略＝
地域密着型の細やかなサービス提供の総合型
印刷業

＝新商品開発戦略＝
高いデザイン性，企画力を活かす
総合マーケティング支援事業

新規市場
（個人向け）

＝新市場開拓戦略＝
個人向け印刷通販事業

＝多角化戦略＝
映像制作請負など
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●図表－１２ A社の改善後の利益計画 （単位：万円）

現 在 １期目 ２期目 ３期目 ４期目

売上高 ５，２００ ５，２６１ ５，３８１ ５，５２０ ５，９５６

内 印刷通販 １，１３９ １，１９６ １，３１６ １，４４８ １，５９３

原価＋販管費 ５，０４２ ５，１２８ ５，１４６ ５，１７３ ５，３６７

営業利益 １５８ １３３ ２３５ ３４７ ５８９

営業利益率 ３．０４％ ２．５２％ ４．３７％ ６．２９％ ９．８９％

構築し，定期的なメール配信，SMSなどでのコミュニケーションを図る。年賀状や暑中

見舞い，また同窓会の幹事さんなど継続性が見込める顧客からの注文に結び付ける。また，

これまでも退職挨拶状の注文者から自分史の編集依頼が来るなど他商品への展開も期待で

きる。

４）新商品の開発

単なる文字だけの案内状に留まらない画像デザインなどを付加した A社ならではのデ

ザイン性の高い，他事業者にない商品の開発を進め，通販サイトで展開する。

� 社内体制の整備

１）印刷通販事業の専任要員確保

社員１名をリーダ―として，パートタイマ―１名の２名を印刷通販事業の専任担当とし

た。空き時間があれば他の業務も兼務する。一方で，注文が集中した時は他の社員も応援

する。

２）顧客対応の標準化

専用サイトの Q&Aに顧客の問い合わせ内容をあらかじめ記載しておくが，直接事務所

に電話して問い合わせを行う顧客も多い。その時の問い合わせ内容，その対応結果などの

記録をまとめてマニュアルとして標準化する。顧客サービスの均一化と社員の業務効率向

上にも資する。

4 A社の利益計画

印刷通販事業の売上を現在に比べて，１期目５％，２期目以降１０％の増加を見込む。

〔いわさき・かつひろ〕


