
166 税理●２０１９．１０

1

今後の企業再生に向けての方向性を決める

にあたり，現状の実態把握，具体的には窮境

に至った要因を明確化，可視化します。その

上で，経営課題を把握する流れになります。

また円滑な事業承継を進める上でも，方向

性の検討プロセスに後継者や後継者を支えて

いく将来の幹部候補を参画させることで今後

の体制づくりにも効果が期待できます。

SWOT分析とは

SWOT分析とは，スタンフォード大学の
アルバート・ハンフリー氏が開発した企業の

経営分析・企業評価ツールです。今後の経営

戦略立案や事業計画策定等に活用します。

� SWOT分析のフロー

� SWOT分析 ～ STEP１
自社の内部環境を“強み”と“弱み”に，

自社を取り巻く外部環境を“機会”と“脅威”

に分類することで，窮境要因を明らかにし，

現状の経営課題を把握することができます。

� クロス SWOT分析 ～ STEP２
SWOT分析による“強み”，“弱み”，“機
会”，“脅威”の４つをマトリックスにし，そ

れぞれの交差する場所で，今後の具体的な戦

略や対策に導いていくのがクロス SWOT分
析です。

� 戦略の立案

クロス SWOT分析から，以下の四つの戦
略に繋がっていきます。

◇積極化戦略（SO戦略）
今後の可能性・チャンスを捉えて自社の強

みを最大化し，積極的な攻勢をかける戦略。

経営承継研究会
中小企業診断士 三嶋 弘幸

父は食品加工会社A社の経営者で，大手食品問屋に勤務していた長男である私が後継者とし

て，２年前に入社し，現在は総務経理の責任者をしています。ワンマン社長である父は，体調が

芳しくなく，早い時期に事業承継を予定しています。

A社の業績は，数年連続赤字を計上しており，財務内容は不芳であり早期の事業改善が必要で

す。全社一丸となって今後の戦略を検討したいと考えています。

第 1 0 回

●図表－１ SWOT分析のフロー
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クロスSWOT分析で再生の方向性を決定
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◇差別化戦略（ST戦略）
脅威に対して，自社の強みを活かして差別

化を図る戦略。

◇段階的改善戦略（WO戦略）
自社の弱みを補完し，改善により機会を捉

える戦略。

◇専守防衛・撤退戦略（WT戦略）
今後の脅威・リスクに対し，自社の弱みを

最小化するための戦略。事業の縮小・撤退等

の早期かつ緊急な対策が必要となります。

� 優先順位の決定

クロス SWOT分析により各象限における
戦略，具体策が決定したら，まずどれから着

手するかという優先順位を決めることになり

ます。優先順位は，�実現可能性，�重要性，
�緊急性等を考慮したうえで，早期に実施す
るものと中長期で実施するものに分類して検

討することになります。４つの象限別では，

１ 積極化戦略（SO戦略）
２ 専守防衛・撤退戦略（WT戦略）
３ 差別化戦略（ST戦略）
４ 段階的改善戦略（WO戦略）
等を優先順位別に整理します。ただし，自社

の状況や取組の容易さ等の個別事情により当

然に優先順位の変更はあり得ます

積極化戦略は，マーケットニーズが高いこ

とから，自社の強みを最大限に生かして，ニ

ーズを捉えた対策を早期に実行すべきであり，

最優先戦略と言えます。

専守防衛・撤退戦略については，外部環境

の脅威・リスク要因が大きい状況下で，内部

要因での対処が難しい状態にあります。従っ

て，早期のてこ入れ策の実施や今後のさらな

る悪化が予見できる場合は，撤退・縮小も視

野に入れた事業再構築が必要となります。リ

スク軽減の観点から，優先順位は高くなりま

す。

差別化戦略や段階的改善戦略は，改善に向

けた対策は必要となりますが，時間と資金力

を考慮すると，中長期的視点での戦略となり

ます。早期の事業再生という観点からは優先

順位は劣後させるべき戦略となります。

SWOT分析の進め方

A社では，中小企業診断士の支援のもと，
後継者をリーダーとして SWOT分析を実施
することとしました。全社一丸となって事業

再生に取り組むために，全従業員（１７人）に

●図表－２ クロスSWOT分析
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●図表－３ SWOT分析のメリット
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●図表－４ SWOT分析進め方

従業員
参加型

SWOT
分析

多面的考察

ゼロベース
事前ミーティング 事業計画

行動計画

再生の
方向性決定

ブレーンス
トーミング
KJ法

SWOT分析とは
分析する目的
進め方・事前準備

進行役：後継者
オブザーバー：中小企業診断士

（中小企業診断士）
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も検討に参加させ，今後の再生の方向性を決

めることにしています。全員参加のメリット

としては，後継者や今後の幹部社員候補の教

育，従業員の経営への参画というモチベーシ

ョン向上・進むべき方向性・ベクトルの一致，

分析の客観性・合理性，事業計画における実

現性の根拠となる等が挙げられます。全員参

加での戦略・具体的な取組策の策定であり，

当然に自らの責任を負うことで，実効性も高

まるものと考えられます。

� SWOT分析の事前準備

中小企業診断士が，事前に全役員・従業員

に対して，SWOT分析の意義・進め方等を
説明し，理解を深めます。

◇自社の経営状況の公開

厳しい収益状況，改善の必要性

今後の必要売上高（損益分岐点）

◇SWOT分析の目的
自社の現状把握，課題抽出のツール

クロス SWOT分析による戦略立案
◇SWOT分析の進め方
先入観を除去したゼロベース意見

多面的考察（強みと弱みの表裏一体）

ブレーンストーミングの留意点

意見は，質より量を増やす

意見は肯定的に受け入れる

◇事前準備（宿題）

強み，弱み，機会，脅威の切り口を整理

したワークシートへの埋め込み

� 分析ミーティング開催

後継者が，司会進行役となり，中小企業診

断士の協力のもと，ブレーンストーミングに

より，ポストイットに意見を書き込み，ホワ

イトボードに書いた４つの枠に弱み→脅威→

機会→強みの順に貼り付けて，グルーピング

による整理をすることができました。すべて

の役員・従業員から予想外に多く意見が出さ

れ，斬新なアイデアや顧客からの要望等の効

果的なものもあり，従業員の真剣度・改善意

欲が顕著に表れたミーティングとなりました。

事前準備において，中小企業診断士から熟

考を求められた「機会」と「強み」について，

多面的角度から多様な意見が出されたことで，

クロス SWOT分析による今後の方向性につ
いて，整理することができました。

今後の方向性

全員参加によるクロス SWOT分析により，
今後の事業再生に向けての方向性について，

具体的かつ明確に打ち出しました。今後の事

業計画策定およびアクションプランにおいて，

具体的な取組施策等を盛込んでいく段取りと

なっています。

今後の戦略は，積極化戦略と専守防衛・撤

退戦略の２つに絞り込み，早期の収益改善に

取組みます。

� 積極化戦略
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� EC取引市場拡大と健康志向という機会
を捉えて，B２Bでの既存売れ筋商品を自
社 ECサイトの活用で，B２Cへの参入を
図る。B２Cへの参入効果は，増収・大幅
増益が期待できる。（B２B：粗利益率２０％
⇒B２C：粗利益率４５％へと大幅改善）
� 健康志向に対応した商品を開発し，市場

に投入し増収を図る。現在進行中の２種類

の新商品開発について，早期の市場投入を

目指し，テストマーケティングを実施する。

� 小ロットニーズに対応し，既存のロング

テール商品は，従来の容器だけでなく，少

量の容器を導入し，パッケージデザインも

一新し，新規需要の取り込みを行い，利益

率アップを実現する。

� 専守防衛・撤退戦略

� 既存の取引先との不採算取引について，

価格の見直し交渉，困難な場合は，量目削

減の交渉を行い，取引条件の改善を図る。

事前に交渉結果によっては，取引解消も辞

さない取引先をリストアップし，見直しの

強化を実施する。

� 原価管理体制の早期見直しによる採算性

管理の強化，商品の見直し・生産中止もあ

わせて早期に着手する。

ま と め

上記の戦略実行による収益改善効果は大き

く，今後１～２年での大幅化事業改善を見込

んでいます。

各部署においても，従業員自ら参画しての

戦略であり，改善に向けてのモチベーション

は高まっています。

後継者は，SWOT分析の検討プロセスを
通じて，従業員とのコミュニケーションも深

まったと感じています。社員からは，社内の

風通しが良くなったとの声も多くなり，今後

も PDCAを回していく上で，全員参加での
経営体制を充実させていく方針としています。

� 全社員による経営参画

� 社員の肌感覚での検討

� 機会を的確に捉える

� 積極化戦略での早期経営改善

●図表－５ A社クロスSWOT分析
内 部 環 境

【強み】 【弱み】

商品企画力高い（ヒット商品多数）
生産体制確立（自社工場，協力工場）販
売チャネル多様（大手GMS，SM，大手
通販等）
自社 ECサイト有する

財務体質脆弱
収益管理，原価管理体制未整備
自社サイト・ECサイトのメンテナンス不十
分
社長依存体質

外

部

環

境

【機会】 積極化戦略
【強み】＊【機会】

段階的改善戦略
【弱み】＊【機会】

EC市場拡大
健康志向食品需要拡大
少子高齢化の進展
六次化の進展

ECサイト活用で B２C強化による収益
拡大
健康関連商品の開発による収益拡大
容器サイズの小型化，少量化
原料仕入農家との連携による新商品開発

自社サイト・ECサイトのメンテナンス強化
による情報発信力強化
商品別採算管理体制構築による商品の見直し
原価管理体制を見直しによる生産性向上や商
品開発余力の向上
商品開発プロジェクト等を立上げ，需要への
即応性向上

【脅威】 差別化戦略
【強み】＊【脅威】

専守防衛・撤退戦略
【弱み】＊【脅威】

激しい競争環境（価格競争）
国内・輸入原料の相場変動
消費税の引き上げ
大手GMS，SMの帳合変更

生産余力の範囲で，他社OEM生産受注
仕入業者や生産農家との関係強化による
仕入ルートの安定化
大手GMS等との価格引きげ交渉の機会
B２C強化により小売りチャネル拡大

不採算取引の見直しを図る（単価引上げ交渉，
量目変更等）
商品の採算性，需要見通しによる生産中止
原価管理・外注管理強化のよるムダを排除
帳合変更に備えて，直販体制にシフト




