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このシリーズでは，窮境状態に陥った企業

の再生に際して生じやすい様々な問題点や，

その分析方法について解説してきました。今

月は，これらをまとめた企業再生のための事

業計画について述べます。

後継者がプロジェクトリーダー
になる

企業再生を行うのは，企業が債務超過に陥

り行き詰まったからです。その原因は投資の

失敗や環境変化への対応の失敗です。従って，

これまでの対策の延長ではない，抜本的な対

策が必要になります。

これを行うためには，現経営者ではなく後

継経営者がプロジェクトリーダーになる方が

うまくいきます。なぜなら現経営者は

�）従来の自分の経営方針の延長で考える
�）過去の成功体験にとらわれる

�）社内外のしがらみにとらわれる
などの行動をとりがちだからです。その点，

後継経営者はこういった阻害要因にとらわれ

ない自由な判断ができます。

A社では，他の地域出身の婿養子の社長が，
移転も視野に入れた再建策に着手しようとし

ています。このような思い切った対策は，先

代社長には無理です。

クロスファンクショナルチーム
で縦割りを排除する

抜本的な企業再生を行おうとすると，社内

の全部門が影響を受けます。このためしばし

ば，以下のような社内の部門間のコンフリク

トが生じます。

�）製造部門と販売部門の考え方の違い
�）売りやすい商品部門と売りにくい商品部
門の従業員の不公平感

経営承継研究会
中小企業診断士 青木 仁志

A社は江戸時代から続く老舗で，現在は寝具を中心とした総合衣料品店を営んでいます。先代

社長の時に，大手衣料スーパーと提携して業績を大きく伸ばしました。３年前，私は婿養子に入

り社長に就任しました。以前から，新幹線が県内を通る計画があったのですが，地形等の関係で

当市は通らず，離れた別の市に駅ができたのが２年前です。これをきっかけに，人の流れが変わ

って町全体が寂れてしまい，提携していた大手衣料スーパーも撤退しました。私は他の市への移

転を考えていますが，江戸時代から続く老舗なので，反対もあります。何か良い知恵はないでし

ょうか？

第 1 1 回

企業再生の事業計画書作成
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●図表－１ 外部コンサル活用のメリット

外部に対して
専門家による客観的な市場分析
が行える

社内に対して
第三者の立場から納得性のある
意見調整が行える

先代経営者に
対して

感情を排して，新旧経営者間の
意見調整ができる

●図表－２ 寝具類の販売額
（単位１０億円）
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●図表－３ 婦人・子供服売上
（単位１０億円）
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�）高額商品部門と低額商品部門の処遇の差
こういった部門間や事業間のコンフリクト

は，全社の協力体制構築を阻害します。企業

再生には，このような縦割の対立を排除し，

全社が一丸となって取り組む必要があります。

このためには，企業の再建計画立案を，社

内の全部門から人員を集めたクロスファンク

ショナルチームで行うことが効果的です。

A社では，もともとあった本業の寝具部門
の従業員と，後から始めた衣料品部門の従業

員との間で感情的な対立がありました。これ

を解消して全社が一丸となる体制を構築する

必要があります。

外部コンサルタントの参加で過
去のしがらみから自由になる

古くから付き合いのある取引先や，社内の

部門間のしがらみは，経営者や経営幹部の行

動の足かせとなる大きな阻害要因です。この

ようなしがらみから自由になる方策として，

外部コンサルタントの活用が考えられます。

外部コンサルタント活用のメリットとして

は，図表－１のようなものがあります。

A社は，今後の企業再生に向けて，全社の
方向性を決定するために，コンサルタントに

現市場，移転候補地市場と自社の業務内容の

分析およびハンズオン支援を依頼しました。

経済産業省の平成２８年経済センサス活動調

査によると，日本全体の寝具小売業の売上高

は，平成３年の６，８５０億円から下がり続け，

平成２８年には１，１８０億円にまで下がっていま

す。

一方，婦人・子供服小売業の売上高は，平

成３年の６．５兆円から緩やかに減少し，平成

２４年には３．８兆円に減少しました。しかし，

その後増加に転じ，平成２８年には４．９兆円ま

で回復しています。その他の織物・衣服，身

の回り品や下着類，洋品雑貨，靴・履物等も

平成１９年から２４年ごろに落ち込んでそれ以降

は回復傾向にあり，今後これらの市場の回復

が期待できます。

A社自身の売上も，寝具類はずっと下降し
ているのに，衣料品等は売上の減少は緩やか

であり，寝具よりも衣料品分野へ注力する方

が，業績回復に役立ちそうです。

また，コンサルタントが販売先等をよく分
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●図表－４ A社の事業の変化

寝具類
ビジネス向け 大きく減少

個人向け 横ばい

衣料品

ビジネス向け 大きく減少

地域住民 微減

観光客 大きく減少
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析してみると，旅館やホテルに販売する事業

と，個人の客に販売する事業とに分けた方が，

実態をよく反映していることがわかりました。

新幹線ができる前は，寝具類のビジネス向

けの販売は売上が大きくて季節変動も少なく，

常に一定の利益が出る Good事業でした。
個人向け販売は，それなりに利益は出ますが，

転勤や進学などの時期に売上が集中し，Bad
事業というほどではないのですが売り場効率

の悪い事業であることがわかりました。

また，衣料部門は年間を通じて売上も利益

もある Good事業であることがわかりまし
た。しかし，衣料部門も事業者向けの制服と

観光客への売上は激減しました。

新幹線の開通直後から事業者向けの販売は

激減しました。この原因は，

�）近隣の旅館ホテルの廃業・移転による顧
客数の減少

�）残った旅館ホテルの宿泊客数減少による
寝具の買い替え需要が減少

�）新規顧客開拓の困難
�新幹線新駅周辺の旅館はそれぞれ既往取
引のある寝具店がある

�新規開業したビジネスホテルは寝具類を
自前で用意している

であることがわかりました。

このため，事業者向けの寝具は Bad事業
になっていました。また，個人向けの寝具は

Badとまではゆかないものの，売上は減少
傾向にあり，市の人口減少とともに先細りに

なる事業であることがわかりました。さらに

衣料についても，現在は Goodですが，や
はり先細りであり，何らかの対策が必要です。

新しいビジネスモデルを構築する

窮境状態の中小企業の中には，自社のビジ

ネスモデルを明確に認識していない企業が少

なくありません。そしてビジネスモデルが陳

腐化しており，これが業績悪化を招く原因と

なっています。

ビジネスモデルというのは儲ける仕組みで

す。たとえば携帯電話，スマートフォンの各

社は，電話機の価格を実質的に無料にして，

通話料で儲けるというビジネスモデルを採用

しています。

布団メーカーの大手の西川では，「ふとん

の西川から睡眠の西川へ」を合言葉に，単な

る布団の販売から，快適な睡眠を提案するこ

とへシフトし，オーダーメイドの個人向け高

額布団の売上を伸ばしています。

A社のビジネスモデルは，近隣の観光客向
けのホテル・旅館への寝具の販売と，大規模

店の集客力による衣料品の販売でした。しか

し，新幹線の最寄駅とならなかったことが，

集客力を低下させるとともに，ターゲット顧

客であるホテル・旅館の撤退と移転を招き，

A社の業績を悪化させています。
幸いなことに，現社長の出身地は人口が流

入して増加し続けている地域です。社長は地

元企業はじめ，人的ネットワークを有してい

ます。コンサルタントはこのメリットを活か

すために，自社ビルを売却してその資金で社

長の出身地へ移転し，若年者から高齢者まで

の婦人服の販売を行うことを提案しています。

折よく，市は街の活性化のために文化施設を

作ろうとしており，そのために A社ビルを
買いたいと打診がありました。結局社長は，

出身地へ移転することを決意しました。



税理●２０１９．１１ 103

5

6

新経営理念を基軸にする

事業再生のような大きな変革を行おうとす

ると，全従業員の意識のベクトルを一方向に

合わせるのが困難です。また企業自体の在り

方や立ち位置が不明確になったりしがちです。

これを防ぐのが経営理念です。

経営理念とは企業全体の統一の価値観であ

り，企業活動に関する指導指針です。とはい

え，これが単なるスローガンでは役に立ちま

せん。経営理念が全従業員の価値観になり，

この価値観が行動の判断基準となったとき，

はじめて経営理念は理念として機能します。

A社では，コンサルタントの支援のもとに，
企業再建のためのプロジェクトチームを作り，

全社員の集会を何回も行い，従業員の意識の

ベクトルと価値観の共有化を図りました。

実行可能な事業計画とする正常
収益力

これまで述べてきたことを，事業計画書と

してまとめます。この時重要なのは正常収益

力です。正常収益力とは企業が事業から定常

的に得ることができる実態の利益です。通常

は，PLの利益から，固定資産売却損益のよ
うな事業と直接関係のない損益を控除します。

またワールドカップ関連の売上のような，今

年限りで来年はないような定常的でない売り

上げも控除して計算します。収支計画等の数

値の部分ではこの正常収益力を使います。

事業計画書は以下のような形にまとめると

見やすいでしょう

【A社の事業計画】

�）現状の把握
コンサルタントの調査で得られた，市場

や事業についての情報を記載します。

�）問題点（改善につながる真因）の明確化

新幹線開通による環境変化に対して手を

打っていないことが業績悪化の原因です。

�）新幹線に対する具体的対策（基本方針）
店舗を移転して，人口増加エリアで需要

が見込まれる新天地で事業拡大を図ります。

Good事業である婦人服を伸ばします。
Bad事業である寝具は最小限度としま
す。

大手との提携時代に培った，婦人服を中

心とした衣料品全般に関するノウハウを活

用します。普段着から高級仕立て服まで幅

広い品ぞろえにより，同業他社との差別化

を図ります。従業員教育を行い，全従業員

が衣料品全体についての接客応対ができる

ようにします。

�）具体的目標（測定可能な目標を定める）
売上：取扱うカテゴリーごとの販売目標

経費：新店舗で予想される経費

�）収支計画（今後の利益の推移の予想）
３～５年の PL（保守的に予想をします）

�）財務計画（借入金等の推移の予想）
自社ビルの処分による資金確保

３～５年の資金計画，BS，返済計画等
を作ります。

A社は旧店を売却して社長の地縁のある他
の市へ移転し，女性顧客をターゲットとして，

衣料品を販売する業態に転換する計画です。

� 後継者がプロジェクトリーダーになって

牽引する

� 外部コンサルタントを活用する

� 正常収益を基に測定可能な具体的目標に

よる事業計画を決める




