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企業が苦境にあるなしに関わらず，経営に

タッチしてこなかった後継者は，最初に経営

の全体像を把握する必要があります。

後継者に把握させる方法として，ビジネス

モデル俯瞰図（事業の流れを図示したもの）

や企業概況表を後継者に作成させることは効

果的です。作成する過程で，現在のビジネス

モデルの肝の部分が分かれば，しがらみはじ

め課題が見えてきます。課題をいかに解決し，

新しいビジネスモデルにつなげるかで，企業

再生に着手することが可能になります。まず

企業再生とその意義から説明します。

企業再生とは

� 企業再生のサイクル

事業には栄枯盛衰があります。複数の事業

の集合である企業の価値は時間の経過ととも

に変動します。一方企業経営者は，従業員雇

用・取引先とのサプライチェーン確保のため，

企業を永続させていかなければなりません。

このため，図表－１のとおり，企業価値が

下降局面に入る段階で，何らかの手を打って

いくことが必要になります。これが企業再生

のサイクルです。

� 企業再生の手順

今回の連載では，事業承継を円滑に行うた

め，ビジネスモデル革新を行うことで企業再

生を実行していく手順を示していきます。企

業再生の流れは以下のとおりとなります。

イ．企業内の事業を仕分けする

ロ．各事業の事業性を評価する

ハ．活かす事業・整理する事業を選択する
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私は，北関東で洋菓子製造販売業を経営しています。親から引き継いだ和菓子店を洋菓子店に

業種転換し，同業者や地元食品スーパーの求めに応じ卸売り・OEMによる商品提供に拡大展開

し現在に至っています。多方面の求めに応じ業務拡大したつけにより，業績は不冴えです。同業

の仲間の会社で修業中の息子に引継ぐ予定ですが，企業再生には何から手を付けたらよいでしょ

うか。

●図表－１ 企業再生のサイクル

ビジネスモデル俯瞰図で全体像把握
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ニ．活かす事業を集中的に再生する

企業再生は，自助努力による事業性の追求

であり，企業再生事業計画の作成です。実行

計画やフォローアップも，自前で実施します。

企業再生の意義

企業再生の取組は，事業の生産性を向上さ

せ，以下の効果を生みます。

イ．価値ある事業にヒト・モノ・カネの資源

を集中でき，投下資本利益率が向上する

ロ．サプライチェーンの強化・従業員の流出

を防ぎ，企業価値が高まる

ハ．資金繰りを円滑にし資金回転率が高まる

ニ．収益性を確保し，成長性が高まる

ホ．業務肥満体質の状態が解消する

結果として，企業の将来性（存続・発展）

を確保し，事業承継を可能にします。

企業概況表の作成（図表－２）

後継者は組織の全体像を把握するために，

まず金融機関が作っている１枚にまとめた企

業概況表を作るのが良いでしょう。ビジネス

モデル俯瞰図が動的実態把握とすれば，企業

概況表は一定時点の静的実態把握となります。

企業概況表作成の過程で，それぞれの項目

について，現在に至った歴史を追体験するこ

とができます。記載内容は以下のとおりです。

� 概 括

定款と会社の登記情報登録証明で確認でき

ます。現住所や現事業目的等と登記上の内容

が異なる場合があります。現経営者に理由を

確認しておくと，過去の歴史の一端が浮かび

上がってきます。また，商号には，創業者の

思いが入っています。

� 歴史，株式関係

代表者交代・住所移転・支店開設・事業内

容変更などを株主総会・取締役会議事録，登

記情報登録証明，株主名簿等で確認します。

� 組織図・役員の状況・従業員の状況

従業員台帳・給与台帳などが大切です。権

限・指示命令系統を記載しておきます。組織

図には，個人名・人数を入れます。

� そ の 他

事業所・支店・倉庫の所在・規模，直近財

務データ（B／S，P／L，銀行取引，資金繰
り），グループ会社などを把握しておくと企

業の全容の理解が進みます。

ビジネスモデル俯瞰図の作成

この図は会社の事業内容の全体像を俯瞰で

きるようにしたものです。これも後継者が作

ります。作成方法は以下のとおりです。

●図表－２ 企業概況表

住所 商号 経営理念 業種 資本金

代表者（年齢） 経営ビジョン 沿革 株券発行

会社目的 株主

創業時期 就業規則 事業内容

設立時期 社会保険

組織図 所在地・規模・目的・所有賃貸 直近財務データ

事業所

役員の状況 本支店

倉庫 重要な契約書

従業員の状況 駐車場
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� 準備作業

１枚の用紙を用意し，真ん中に当社を記入

し，枠で囲みます。上には主要な販売先をい

くつか記入するための枠を作ります。販売先

でもカテゴリーでも，当社の業務内容に合わ

せ作成します。下には調達先を記入する枠を

作り，取引の内容に合わせ作成します。主要

得意先名またはカテゴリーを記載します。

� 作成作業

主要な得意先・業態ごとに，どういった商

品を取引しているか，売上高はどうか，利益

率はどうか，枠の内外に記載していきます。

別な疑問点が見えてきたら，それを解決す

る材料を集め追加記載します。

ビジネスモデル俯瞰図の効用

ビジネスモデル俯瞰図を後継者が作ること

により，後継者・企業にとって，以下の効用

が生まれます。

� 自社の課題をあからさまにする

自社の業務の全体を見直すことができ，課

題のありかと具体的な内容が明確になります。

例えば，利益率を比較でき，原因が外部要因

であれば追加調査で取得した取引条件の改善

交渉に入ることが可能になります。また，内

部要因であれば原価管理を検討することにな

ります。

� 課題解決のアイデアを出すのに有効

改善にあたって，どのような方向性が考え

られるか議論の土台である数字・金額などの

データが集まります。議論の結果，次に必要

なデータ収集・議論に進むことができます。

� 事業価値の源泉を再認識する

業務がどう流れており，事業価値の源泉で

ある利益は何処に存在しているか，要素ごと

に比較しながら見ることが可能になります。

� 金融機関に支援を求める際使える

後継者は，会社の全容を理解し，文章でな

く図で示すと金融機関と対話がスムーズに進

み，次の事業性評価による融資交渉に入るこ

●図表－３ 卸小売業の俯瞰図（例）

直営店 小売店

販　売

A店　B店…
売上  売上…
粗利  粗利…

○店  □店…
売上  売上…
粗利  粗利…

 Iスーパー    II専門店…
売上  売上… 売上  売上…
粗利  粗利… 粗利  粗利…

・海外
・ネット

経営支援
・公的機関
・学校
・同業団体
・金融機関

ビジネスモデル
・販売ルート別の例
・業務別販売，商品別販売
 などでも俯瞰できる

それぞれ売上，粗利，数量等
を示す

業務提携
・商品企画会社
・デザイン事務所
・包装メーカー
・食品メーカー
・運送・倉庫会社

アイデア

直売 卸売

調　達
ネット・問屋・メーカー メーカー・卸・農家 商社 卸・市場

材料
粉・バター・乾物・香料

素材
道具・包装

調味料・香料 材料

OEM商品販売

A社：洋菓子製造販売
データ

支援

データ

成長分野
OEM販売 新分野
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とも可能になります。

俯瞰図例示と把握した内容の活用

ビジネスモデル俯瞰図は，業種・業態，個

別企業によって変わります。以下２つの業種

の例と活用方法を示します。

� 洋菓子製造販売業の事例（図表－３）

・販売ルート別（直営店・小売店・OEM販
売），個別取引先別に，売上高・粗利等を

示しそれぞれの貢献度を明確にします。

・顧客の業態が比較的多く，多様な業務に経

営資源が分散していることが伺えます。既

存の業務を安易に継続しているのであれば，

何を理由に取引しているか調査することが，

業務見直しの着眼点を提供します。

・このほかに，現在欠けている成長分野（海

外・通販）の調査結果を示します。

・また，調達先の見直しを検討するのであれ

ば，現状取引条件の追加調査が必要です。

� 製造業の事例（図表－４）

・売上対象の顧客が限られています。B社に

取引が集中しておりリスク要因となってい

ます。リスク分散のため，第二の柱となる

取引先確保という課題を明確にします。

・各取引先の粗利率が１８～２０％と製造業と

しては低い水準にあります。材料仕入・外

注加工費をはじめとする原価低減，設備稼

働率の改善，労働生産性の向上等について

の検討が必要です。

・オーナーとの取引，子会社との取引も記載

する必要がありますが，スペースの都合上

俯瞰図から割愛しています。

企業の全体像を見ながら，ビジネスモデル

の革新を実施することで，後継者による企業

再生を進めていきます。

� 自社の現状をあからさまにする

� 自らの改善アイデアが出る

� 事業価値の源泉を再認識できる

� 金融機関対話がスムーズに進む

●図表－４ 製造業の俯瞰図（例）




