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中小企業活性化のためのコンサルティング技術の構築 
－サービス業実践コンサルティング技法について－ 

販売促進学会副会長 関西本部 鐘井 輝（中小企業診断協会滋賀県支部長） 
（要約） 
 近年、サービス経済化の進展など経営環境の変化が企業経営を大きく揺るがしている。中小企業が将来に向かって発展して

いくためには、新たなマーケティングに基づく実践コンサルティング技法の開発を行い、経営環境の変化を見極め、それらを

取り入れた戦略的経営を志向していくことが求められている。経営管理の方法は必ずしも同一ではないことが既に知られてお

り、経営合理化を進める場合、理論を画一的に当てはめることは妥当ではない。また、今日のように環境変化が激しい時代に

はそれぞれの企業の性格に通した経営管理の方法を取り入れることが必要である。そのためには第一に企業の実態、特に業

種・業態の特質を的確に捉えていくことが重要である。今日、製造業、流通業、サービス業というような分類の範囲を超えて、

新しい技術を活用した通信や情報処理事業、ニューメディアを活用した事業、インターネットなど消費者に直接開かれたネッ

トワークを活用して販売する事業が伸びている。フランチャイズ事業、あるいは企業環境を捉えた法人向けのアウトソーシン

グ事業、老人向けケアサービスなどシルバー世代を対象に展開する事業も続々と現れ、事業の内容は非常に変化に富んでいる。

業種・業態はもとより、企業の特質を個別に捉えていくことが必要となる。 
現在、サービス業によるわが国経済の成長力底上げが期待されている。そのためのサービス業の競争力強化が課題となって

きた。一般的にサービスには「無形性」、「不可分性」、「変動性」、「消滅性」という特徴があることが知られている。今後のサ

ービス産業別政策や認証基準動向について注目される。 

(Summary) 
 Recently, a change in the management environment shakes business administration 
greatly in such cases as the development of service economy-system. Action and a change in 
the management environment are ascertained, and it is being asked to aim at the strategic 
management that they were adopted（ the development of the practical consulting 
technique based on the fresh marketing ）so that small and medium-sized enterprises may 
go in the future and it may develop. It isn't suitable for the method of the business 
management to apply theory uniformly when it already knows that it isn't necessarily the 
same and proceeds with the management rationalization. And, it is necessary for the age 
when a change in an environment is drastic like today to adopt the method of the business 
management passed through the character of each enterprise. It is important specially to 
take the characteristic of the type of industry, industry voice in the first exactly as to the 
actual condition of the enterprise because of that. Today, the business for the business 
which it made the most of the communication which it made use of new technology for, an 
information processing business and the new media for, the Internet to make use of the 
network opened by a consumer directly beyond the range of the classification of the 
manufacturing industry, the circulation industry and the service industry and to sell it 
grows. The business developed for the silver generation appears in a franchise business or 
an outsourcing business for the corporation which caught an enterprise environment, the 
care service for the old man, and so on one after another, too, and the contents of the 
business are very rich in the change. As for the type of industry, industry voice, it is 
necessary to take the characteristic of the enterprise independently from the place.  

At present, growth power raising of our country economy by the service industry is being 
expected. Competitiveness strengthening of the service industry for that becomes a subject. 
It knows that generally a service is peculiar of "the form-less", "Indivisibility", "the change" 
and "the extinction". It pays attention about the future policy by the service industry and 
the authentication standard trend.  
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 はじめに 
本格的な高齢社会の到来・地球温暖化による環境問題の深刻化、消費者の価値観の多様化、

サービス経済化の進展など経営環境の変化が企業経営を大きく揺るがしている。こうしたなか、

日本の経済を支えてきた多くの中小企業の景気回復実感はまだ乏しい。日本経済の底上げには、

中小企業の創業や再生・経営革新が不可欠といえる。 

また、事業再生、事業承継、地域資源の活用、サービス産業のわが国 GDP に占めるウエイ

ト増加などに起因するコンサルティングニーズの多様化も見られ、新たな実践コンサルティン

グ技法の構築が急務となってきている。 

そこで、新たなマーケティングに基づく実践コンサルティング技法の開発を行い、将来に向

かって発展していくために、経営環境の変化を見極め、それらを取り入れた戦略的経営を志向

していくことが中小企業に求められている。 

 

１ 企業経営を取り巻く環境変化 

企業経営に大きな影響を与えている主要な環境変化は次のように整理することができる。 

(1)通信、情報、輸送技術などの革新的発展によって、経営資源の流れが時間や空間を越えて瞬

時に、しかもグローバルに展開するようになった。中小企業においても限定された地域を越え

て、あるいは他企業の流通チャネルなどに依存しないで、自らグローバルでオープンなマーケ

ットの中で企業規模の制約のない事業展開も可能になった。 

  しかし一方、大企業も地域の市場へ進出し、新たな競争状態が起こっている。このため企業

規模を越えての経営意思決定、それに基づく商品供給の迅速化などが企業活動の優劣の大きな

決め手になっている。 

消極的な中小企業にとっては脅威であるが、成長意欲の高い中小企業にとっては大きな成長

の機会と考えられる。 

(2)資本の論理や自由競争原理が通用する経済体制のもとでは，経済的に豊かな社会を生み出す

ことができた。しかし一方、地球規模で天然・自然資源の過剰な採掘や採取、消費が進み、深

刻な自然資源枯渇問題や汚染、環境破壊問題が露呈した。その結果、企業はこれまで意識して

こなかった費用の内部化という問題を背負うことになり、中小企業といえどもこの問題に無関

心では済まされなくなってきている。 

(3)循環型経済社会や少子・高齢化社会などへの課題対応のため、福祉や医療、環境衛生、社会

教育、食材供給、職業紹介などの新しい生活者向けサービス部門の台頭が注目される。これら

新しい部門では行政サービスの民営化(民間の資金やノウハウを活用する PFI の導入を含む)

や規制改革が推進されている。地域性が強い中小企業はこれら新しい部門の担い手として大い

に期待され、その有利性を生かした経営戦略を構築すべきである。 

  一方、地域性や社会性を基盤として民間の公益を意識した NP0、まちの経営に民の活力を利

用した地域活性化協議会などの新しい団体・組織が各地で生まれている。中小企業は，これら

団体・組織が行う事業と一部競合する面もあるが、むしろ連携することによって、その役割を

支援していくべきであり、中小企業自身の機能強化を目指すことが求められる。 

(4)わが国は世界有数の長寿国であり、さらに少子化が進んでいるため、経済・社会構造が大き

く変化している。そこにアジア諸国の経済・産業発展が加わり、日本の国際競争力が相対的に

低下している。わが国はその発展の場を海外に求めるだけではなく、国内でも人材や技術、情

報などの各種経営資源を 大限に有効活用して循環再生産できる仕組みを構築しなければなら

ない。 

(5)企業の社会的責任 
企業の社会的責任ということが、近年よくいわれる。社会的責任がしばしば問題とされるの

は、それだけ企業の社会に与える影響力が大きくなっているからといえる。「社会的責任」の一
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般的な意味は社会を構成している人々が安心して生活していけるよう努めていくことと考えら

れる。 

公害、環境問題、品質、価格、財務会計、人材などどれ一つをとっても、社会に対する影響

は大きいものがある。 

そうした環境の中で企業が果たすべき役割は、顧客の求める製品・サービスを適正な価格で、

適正な利潤を得て、必要な量を必要な場所で提供し続けていくことである。 

企業が社会の中で、その役割を正しく認識して責任を果たしていくことこそ、企業の社会的

責任であり、それを通じて企業が半永久的存在として公共的な存在であるという自覚を持つ必

要がある。このことをゴーイング・コンサーン(Going Concern)という。社会的責任を遂行す

るためには、経済的目的(利潤目的、成長目的)を達成するための経済的戦略を探求するだけで

なく、メセナ(文化の擁護)活動など、企業が地域社会文化活動支援などを通じてより積極的に

社会貢献を果たしていくことが求められている。 

(6)コンサルティングの目的 

経営は企業の目的を実現するための活動であって、コンサルティングはその企業のあり方を

指導するものである。また、経営は中堅以上の規模であれば、一般に専門的知識を持った経営

者や管理者などによって運営されている。しかし中小企業では自社内の各部門に経営の専門家

を置くことが難しいのが現実である。また、作れば売れた時代の経営のあり方と、成熟化した

時代において消費者の求めているモノやサービスについて全社を挙げて真剣に創り出していく

経営のあり方ではおのずから違っており、業績にも違いが現れてきている。例えば、過去の成

功が邪魔して新しい時代の流れに対応できず「衰退の要因」になっている事例も多い。 

コンサルティングはこのような企業に対して第三者の専門家が将来を見据えた企業経営のあ

り方や企業活動の実態を調査・分析し、その結果に基づいて経営の合理的な発展や改善策・改

革策を提案し、経営支援を行うものである。 

特に成熟化時代の現在、経営を維持、成長、発展させていくためには、顧客満足、競合他社

との差別的優位性、需要創造型の革新性などがコンサルティングの尺度として重要になってき

ている。健康診断は専門家(医者)が人間の身体を診察して健康上の問題点や病気の正体を知り、

病名を決定することである。問題があれば診断に基づいて病気の治療を行う。 

それと同様にコンサルティングは企業が持っている経営上の問題点、特に経営戦略の策定や

管理技術について第三者の専門家が企業の要請に応じて調査・分析し、企業が堅実な発展をし

ていくために必要な支援をする経営改善・改革の技法である。 

 
２ コンサルティングプロセス 
 一般的に総合経営指導プロセスとして企業概況分析、経営環境(外部環境)分析、経営資源(内

部環境)分析、経営課題抽出、経営改善・改革案、全体 適調整、経営指導報告の実施がある。 

(1)第 1プロセス：企業概況分析 

 受診企業の大まかな概況把握からスタートし、指導希望事項の確認や企業特性の把握が主な

内容である。企業特性については、業種業態、主要製品、資本金、従業員数など基本的な事項

から売上高推移、経常利益推移などの業績、経営者年齢、後継者の有無など様々である。また、

このときに経営者の経営姿勢や人柄などに触れることも重要である。 
企業概況分析は予備調査として企業のアウトラインを把握するものである。あらかじめ指導予

備調査書などを準備し企業側に記入してもらい、できる限り問題点を把握しておくことが必要

である。企業概況分析では指導ニーズ確認、指導企業特性把握を行う。指導ニ―ズ確認では企 
業側が事前にどのような指導希望があるのかを指導予備調査書に要点を記入してもらい、確認

を行う。サービス業では概況分析の予備調査項目として一般的に以下のものがある。 
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図表 1 コンサルティングのフレームワーク 
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① 企業概要            
図表２ 企業概要予備調査項目 

予備調査項目 調査内容 
企業名 所在地、電話番号、事業所・その他施設各所在地、電話番号 
創業年月日  
代表者名 氏名、年齢 
企業形態  
資本金  
企業経歴  
業種 主な取扱サービス、兼業の種類など、経営理念、経営方針 
社長年齢 後継者の有無 
役員構成 常用従業員数、経営組織 

②経営概要 
図表３ 経営概要予備調査項目 

予備調査項目 調査内容 

マーチャンダイジング、販売 主要サービス名、年間売上高、固定客比率、販売エリア 

決済方法 現金、売掛別比率など 

関連商品 自社独自製品比率、NB（National Brand）比率など 

施設状況 土地建物、自社所有・賃貸別、設備名・台数・経過年数 

使用材料状況 主要使用材料名・年間使用高、仕入先・方法・決済方法 

外注利用状況 主要外注サービス名、年間外注高、外注先、決済方法 

年次別使用状況 水道費・光熱費など 

労務状況 専門職、事務員、男女別人員数、平均年齢、平均勤続年数、平

均給与など 

パートタイマー・アルバイト 男女別人員数 平均年齢，平均勤続年数、平均給与 

賃金形態 月給、日給、時間給など 

就業時間 勤務体制、始業・終業、休憩時間、 1人 1カ月平均残業時間 

従業員の移動 離職率など 

福利厚生施設 社宅、シャワー・更衣室、食堂、社内貸付制度の有無など 

③施設所在地略図、土地建物配置図、設備配置図 
④経営者から見た企業の管理状態と問題点。必要事項を抜粋し、経営者の判断を記入する。 
(2)第 2プロセス：経営環境(外部環境)分析 

経営環境は企業を取り巻いている経済的・社会的環境としてのマクロ環境とミクロ環境に分

けることができる。マクロ環境は、例えば景気の動向、金融動向、労働需給、技術・情報、政

府の政策・規制などが該当する。これらは既存の統計資料や書籍、雑誌などの刊行物から収集

することができる。 
また、ミクロ環境は企業の属する業界動向、商圏、消費者などの市場動向、競合企業動向な

どが該当する。これらは必要に応じてアンケート調査や競合店調査などの実地調査を行い、よ

り正確な現状把握に努める必要がある。 
①経営環境(外部環境)分析の重要性 

経営環境(外部環境)分析における企業の経営活動は企業自身の持つ活動力に加えて、一般経

済の景況、国際環境、社会環境(環境保全、政府規制環境)、市場環境、技術環境、情報化環境、

労働環境、流通環境、さらには当該企業の業界の環境などによっても影響を受ける。対象企業

に与える経営環境変革要因を明確にすることが重要である。 
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外部環境の把握の必要性は大きく分けて 2 つの要因が考えられる。一つは企業の実績と外部

環境との関係の把握である。例えば対象企業の売上の伸びが業界の売上の伸びと同じであれば、

その企業の業績は現状維持とも考えられる。しかし、他業界からの参入が激しければ健闘して

いるといえる。もう一つは外部環境およびその変化に対象企業が適切に対応できているか、対

応しようとしているかの判断が必要なことである。例えば、EDI(Electronic Data Interchange)
化、インターネットの普及など情報化の進展が与える影響に対して、その企業が適切に対応で

きているかどうかなどの判断である。また、対象企業へ直接影響を及ぼす環境を把握するため

に、競争業者や新規参入業者などの競合状況の変化、チャネルの変化、供給業者の変化、買い

手である顧客のニーズの変化、さらには代替品や新技術などを環境変革要因として的確に捉え

る必要がある。 
企業に影響を与える社会的要因として一般的に以下のものが考えられる。 
 

図表４ 影響を与える社会的要因 
影響要因 内容 

規制要因 規制緩和、指定管理者制度、公益法人制度改革等 

金融要因 金利上昇、第２地銀・信用金庫の不良債権処理、金融機関の不

安定化、信用保証責任共有制度、直接金融による資金調達等 

公共投資 地域資源活用、公共投資の限界・減少等 

環境保全 資源リサイクル、ゼロエミッション（Zero Emission） 

企業倫理 コンプライアンス（Compliance）、不法監視世論の厳しさ増加 

雇用要因 正社員比率増加、終身雇用崩壊、人事制度・給与制度の変化 

グローバル化 世界が一つの経済システムへ(金融，生産，流通，ロジスティッ

クス) 

市場・顧客の変化 人口統計学的変化(高齢化など)、価値観、ライフスタイル・行

動様式の変化 

②経営環境(外部環境)情報の収集 
外部環境の諸要素を把握するための諸資料は当然外部から収集しなければならない。予備調

査の結果に基づき、その企業が影響を受けやすく重要と考えられる外部の諸条件をあらかじめ

設定し、それに必要な外部資料を整備していく。諸条件の設定においては全般的環境(マクロ要

因)と対象企業の環境 (ミクロ要因)に整理することが必要である。外部からの情報収集に際して、

かなりの情報がインターネットから入手できることを理解して、効果的に活用することが必要

である。 
収集されたこれらの外部要因資料は種々の角度から分析していかなければならないが、計数

的な手法としては時系列分析と相関分析がある。 
一般に需要予測などに使われる時系列分析で、長期的変動、循環的変動、季節的変動、不規

則変動などを捉えた上で、両分平均法、移動平均法、 小二乗法などで傾向を把握していく。 
相関分析は、例えば価格が高騰すれば需要が落ちる、あるいは気候の状況と特定商品の売れ

行きなどの関係を捉える分析である。多変量解析手法などが使われる。 
1)政府や業界団体などの既存調査・収集資料を活用する場合、以下の資料やデータがある。 
下記以外にも中小企業白書、経済白書、厚生労働白書などの白書関係や各業界団体から出さ

れている業界の諸データの活用を行うことができる。 
2) 対象企業と直接関係の深い業界内部、競争企業の傾向や実態把握のための調査する場合、 
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図表５ 代表的既存調査・収集資料（二次データ）の種類 
資料・データの種類 内容 作成機関 
行政データ 人口、年齢、所得、家計調査等 市町村 
事業所・企業統計調

査データ 
名称、所在地及び電話番号、経営組織、開設

時期、事業の種類、従業者数、本所又は支所

の別等 

総務庁統計局 

商業統計データ 小売・卸売業の店舗数、売上高、従業員数、

店舗面積等 
経済産業省 

工業統計データ 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加

価値額、有形固定資産、在庫額、原材料使用

額等 

経済産業省 

貿易統計データ 国際収支統計、輪出入統計等 財務省関税局 
法人企業統計調査デ

ータ 
業種別、資本金別会社分布、資産構成、損益

等 
財務省 

特定サービス産業動

態データ 
対事業所サービス業、対個人サービス業等 経済産業省経済産業政

策局調査統計部 
経営分析経営諸指標

データ 
資金の使途・源泉、総合財務諸表等 日本銀行 

中小企業の経営指標

データ 
業種別経営指標等 中小企業庁 

中小企業の原価指標

データ 
業種別原価指標等 中小企業庁 

労働統計データ 労働費用、生計費、貸金制度、賃金水準、手

当、一時金、退職金等 
日本商工会議所など 

以下の資料やデータを収集する必要がある。 
a.業界団体が収集・統計化している各種の資料(例えば製品別売上高など) 
b.独自に調査した競合企業の実態(販売価格調査など) 
c.市場調査などからの収集 
d.マーケットリサーチ、アンケート調査やパネル分析（選ばれた人の継続的な調査分析）など 
e.市販データの購入(POS 情報など) 
f.取引先などからの収集(新製品情報、売れ筋情報など) 
3)インターネットを活用して以下の資料やデータなどの収集が可能である。 
a.官公庁・公共団体が出している各種の資料 
b.株式公開企業などの財務情報・経営情報・アニュアル(年次)レポート 
c.商品情報・店舗情報など 
d.海外の経済情報・市場情報・企業情報 
(3)第 3プロセス：経営資源(内部環境)分析 

経営資源は以前から「ヒト、モノ、カネ」の 3 つが該当するといわれてきた。しかし、「ヒ

ト」以外の資源は「ヒト」の知恵が活用されてはじめて意味を持つ経営資源である。 
近はナレッジマネジメント（知識から新しい価値を創造）の重要性がいわれており、知的

経営資源として「ヒト」が中心となるべきものとして位置づけられている。 
ソフトな経営資源としてはヒトの能力および意識があり、その背景には企業文化が存在する。

もう一つのソフトな経営資源として情報やノウハウが挙げられる。必要な情報が的確に収集さ

れ、活用できるように蓄積されているか、価値あるノウハウが明確にされ、共有化されている
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かがポイントとなる。ノウハウや特殊能力は企業のコア・コンピタンス（Core Competence）
となりうるものである。 
また、経営部門別の経営資源として、第 1 のプロセスで把握した企業概況の他にマーケティ

ング、企画・開発、仕入、施設、労務、経理・財務などの各部門の状況を分析する必要がある。 
近では専門の知識、技術を社外から導入するアウトソーシング(Outsourcing)が行われるよ

うになっている。したがって、これらの外部経営資源をも組み込んだ新たな視点からの分析が

必要である。 
経営環境の変化に迅速に対応するために経営資源を部門別に分析し、重要な資源を強化する

手法が導入されてきており、プロセスにおいても部門別に経営資源を分析し、強化すべき経営

資源を明確にしていくことが重要なポイントとなってきている。 
①経営指標分析 
経営指標による比較分析は受診企業の財務諸表から経営指標を算出して経営実態を把握する

調査で、いわゆる財務分析である。経営指標は決算資料などから経営の損益の状態、資本・資

産のバランスなどの概況を少なくとも 3 期の決算資料に基づいて調査する。そのため予備調査

表の付表として次の 3 つの提出を依頼する。 
1)過去 3 年間の損益計算書・貸借対照表、経営分析の基礎となる資料 
2)費用明細書(販管費科目別など) 原価分析、損益分岐点分析のための資料 
3) 近一年間の月別営業成績表  売上高、仕入などの業績把握のための資料、加えて資金繰り

状況の調査のため、売掛金残高、買掛金残高の把握を行う。 
財務状況の把握は、企業活動の成果の把握であり、単に数値の良し悪しではなく、なぜそう

なったのかを経営全体との関連で分析していくことが必要である。各種経営比率は必要項目に

ついて過去 3 年間の比率の把握を行う。 
4) 収益性、生産性、成長性、安全性分折 
経営指標では総合指標、財務指標、生産指標、販売指標からの分析の視点があるが、それら

とは異なり、収益性、生産性、成長性、安全性の視点からも分析を行うことが可能である。 
a. 収益性分析 

株主であれば、配当収入について考えるとき、配当可能な利益がどれくらい確保されている

のかに関心を持つ。なぜなら配当の前提となる利益を効率よく確保している方が配当に期待が

持てるからである。また株式の売却で投下資金の回収を期待する場合、株価上昇は企業の収益

性が高いほど期待が持てる。 

また銀行をはじめとする債権者は、利払いの安定性を考えるとき、営業上の収益性が高けれ

ば安心する。従業員は、収益性が高ければ給料の安定性や、昇給、賞与の期待を大きくする。

このような収益性という切り口で分析ができる。 

そもそも「収益性」とは、どういう意味を持つのか。単純に考えれば、儲かっているかどう

かということであるから利益の大きさを意味する。一般に企業は、株主や銀行なとかう集めた

資金を事業に投下しそれを上回る収益を獲得することで利益を生み出し、これを従業員などの

給与にあて、税金を払い、株主に分配し、あるいは一部を今後の事業活動のために内部留保す

る。したがって、収益性分析における「収益性」とは、会社が投下した資本をいかに効率よく

使って利益を上げたかということを意味する。少ない投資でより多くの利益を上げれば「収益

性がよい」ことになり、反対に多くの投資をしたにもかかわらずそれほど利益があがらなけれ

ば収益性が悪いということになる。 

b. 生産性分析 

投資家が出資を考えるときや、すでに株主として出資をしている場合、企業が付加価値の高

い事業を展開していれば、配当による高い分配や企業価値の上昇による株価の上昇を期待する。

また、従業員も生産性が上がれば労働への分配が増えることを期待できる。その際には、生産
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性という切り口で分析できる。会社では、上司が部下に対して「もつと生産性を高めよう」な

どということがある。なんとなく叱咤激励するという意味もあるが、この「生産性を高める」

ということがどういうことなのか、きちんと説明できる人は多くはない。まして、「生産性」が

財務諸表のどの数値を使って示されるのかまで詳しく説明できる人は、さらに少ないであろう。

生産性とは、投入量(input)と産出量(output)の関係をいう。つまり、投入量に対してどれだけ

の産出量があったかを示すものである。したがって「生産性を高める」とは、より少ない投入

量でより多くの産出量を獲得するということである。生産性を分析する場合に重要となること

は、投入や産出をいったいどのようなものだと考えるかということである。たとえば、お店を

開いて商品を販売するという商売を考えてみると、この場合、仕入を投入、売上を産出と考え

そうなものであるが、これは生産性分析の考え方とはまったく異なる。生産性分析では、売上

高そのものを、産出すなわち経営成果とは考えない。なぜならば、600円で仕入れた商品を1,000

円で売ったとすれば、1,000 円のうち 600 円は経営努力で産み出された部分ではなく、単に外

部からの仕入金額を転嫁しているに過ぎないからである。生産性分析における産出とは、売上

高から、このような「外部購入価額」を差し引いた部分のことをいう。 

c. 成長性分析 

株主が株式を売却して投下資金の回収を期待する場合、企業の利益規模が膨らんで、株式の

価値が高まることを期待する。また投資家が企業に出資を考える場合、将来的に有望な企業な

のか否かに関心を持つ。社債権者は、社債への投下資金の回収や利払いの安定度を考えるとき、

元利金の安全度が向上することを期待する。その際に分析の切り口となるのが成長性である。 

会社の成長は、よく人間の成長にたとえられる。人間が生まれ、幼年期から少年期、青年期、

壮年期といった過程を経て成長していくのと同様に、会社も設立から成長期、成熟期、衰退期

といった過程を経ていくこととなる。途中、取引先の倒産であるとか、資金繰りの悪化のよう

なケガや病気に見舞われることもある。また、何をやってもうまくいく「絶頂期」もある。し

かし、忘れてはならないことは、あくまでも企業の究極の目的は資本の増殖であるということ

である。したがって、企業の成長性を分析する場合には、この資本の増殖度合いこそが、中心

テーマとなってくる。成長性を分析する上で重要なのは「前期との比較」である。われわれも

子供のころ学校で身体測定をやって、背が何センチ伸びたか、体重はどのくらい増えたかを測

った。成長とは、この「伸びた」「増えた」ということであるから単年度のデータだけで分析で

きるものではない。会社も年次比較によって資本の増殖度合いを分析することとなり、前期と

比較して「売上はどのくらい増えたか」「会社の資本はどのぐらい増えたか」といった分析を行

い、それらの比較データによって会社の成長を捉えていくわけである。 

d. 安全性分析 

企業は借入金などの返済が滞り、債務の支払がストップすると倒産してしまう。銀行や取引

業者、社債権者などの債権者はそのような事態に陥る可能性に関心がある。また従業員も、給

料の安定的支払や職場を失うことの可能性について関心があり、会社の債務返済能力をチェッ

クする。このような安全性という切り口で分析ができる。これまで説明してきた経営分析は、

主に損益計算書を利用した分析であったが、貸借対照表を使った経営分析もあり、その代表が

「安全性分析」である。安全性分析とは、簡単にいってしまえば「その会社が倒産しないか」

ということの分析であるが、このことを分析するためには、そもそも企業の倒産とは、いった

いどういうものかということを理解しておかなければならない。企業の倒産とは支払不能とい

う状態によって起こる。企業は、仕入代金や経費、借入金の利息や返済などさまざまな支払義

務を抱えているが、資金不足によって、この支払ができなくなると企業は倒産する。そして、

企業の倒産と利益とは、直接的には関係なく、いくら赤字会社でも資金さえあれば倒産しない。

しかし、いくら多額の利益を計上していても資金がなくなれば倒産する。 

したがって、安全性分析のテーマは資金が足りているかどうかということになる。もしも企
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業がすべての取引を現金で行い、金融機関などの第三者からの借入もしないというのであれば、

資金が足りるかどうかは、手持ち現金を数えればそれで終わりである。ところが、信用取引が

発達した現代企業では、得意先に対する掛売りもあれば、仕入先からの掛買いもある、銀行借

入や手形取引も頻繁である。このような状態では、資金の過不足を一目で知るというわけには

いかない。たとえば、いくら支払いが多くて、それに対する資金がなかったとしても、支払期

限の直前に売掛金の回収入金があれば、支払不能ということにはならない。逆にどれだけ多額

の入金予定があったとしても、支払期限が先に到来してしまえば、支払不能となってしまう。

このように、資金の過不定はタイミングの問題であるため、現金や預金以外の資産の資金化も

含めた資金量を考えなければならず、安全性分析は重要な分析であるということになってくる。

企業にとっては「儲かっているか」だけでなく、「倒産しないか」ということも同じく、重要な

テーマであり、収益性分析と安全性分析は、会社の経営分析の両輪であるといえる。 

③経営システム調査・分析の着眼点 
今日の経営環境の変化に機敏に対応していくには経営部門分析に加えて、経営全体をシステ

ム化する「経営システム」についても分析していく必要性が高まっている。 
 

図表６ 経営システム調査・分析の着眼点 
経営システム分野 経営システム 内容 

経営者の職能 リーダーシップと意思決定、合意の仕組み 

経営戦略 顧客・市場の理解、事業ドメイン（Domain）と戦略の策定・展開 

1)経営戦略 

経営計画 戦略の具体的展開・行動計画としての中期事業計画、戦略的情報化企画、年

度計画 

組織能力 意思決定とエンパワーメント（Empowerment）、能力開発、能力活用 2)経営組織 

企業文化 企業理念、企業文化形成、社員満足 

管理会計 諸目標と活動 3)経営管理 

原価管理 原価管理の形態・内容・適合性 

基幹プロセス マーケティング、研究開発、マーチャンダイジング・製品開発、生産、ロジ

スティックス（Logistics）、販売 

支援プロセス 経営企画、人事・労務、経理・財務、法務、環境保全 

4)業務プロセス 

ビジネスパートナー 戦略的提携、SCM連携 

5)情報化 情報化レベル 情報化計画、情報化機能と情報活用レベル、情報共有レベル 

1)経営戦略関連の経営システムには次のものがある。 
a.経営者の職能としてのリーダーシップと意思決定、合意の仕組み 
b.経営戦略としての顧客・市場の理解、事業ドメイン（Domain）と戦略の策定・展開 
c.経営計画としての戦略の具体的展開・行動計画としての中期事業計画、戦略的情報化企画、

年度計画 
2)経営組織関連の経営システムには次のものがある。 
a.組織能力としての意思決定とエンパワーメント（Empowerment）、能力開発、能力活用 
b.企業文化としての企業理念、企業文化形成、社員満足 
3)経営管理関連の経営システムには次のものがある。 
a.管理会計における諸目標と活動 
b.原価管理の形態・内容・適合性 
4)業務プロセス関連の経営システムには次のものがある。 
a.基幹プロセスとしてのマーケティング、研究開発、マーチャンダイジング・製品開発、生産、

ロジスティックス（Logistics）、販売 
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b.支援プロセスとしての経営企画、人事・労務、経理・財務、法務、環境保全 
c.ビジネスパートナーとの関係では戦略的提携、SCM（Supply Chain Management：情報の

一括管理による企業活動支援）連携 
5)情報化の推進関連の経営システムには次のものがある。 
a.情報化レベルとしての情報化計画、情報化機能と情報活用レベル、情報共有のレベル 
 組織における経営管理や活動の諸機能はすべて経営システムとして有機的な連携のもとに行

われている。経営システムの調査は本調査の段階である。調査の視点は激しく変化する経営環

境へ効果的に対応していくために、どのように経営システムを強化すべきかというところにあ

る。また他社に抜きん出て優れたプロセスが構築されているか、それがその企業のコア・コン

ピタンス（Core Competence）となっているかなどである。本調査では今まで行ってきた調査

で捉えた間題点を中心に、実際に表に記載する項目について、経営者や従業員へのヒアリング

により現場での実態調査を行う。 
(4)第 4プロセス：経営課題抽出 

経営課題は経営環境分析や経営資源分析で明らかになった事実をもとに、本当に改善すべき

課題は何かを明確にする段階である。なかでもそのための分析手法としてSWOT分析がある。

SWOT 分析は経営資源分析において自社の強み(Strength)と自社の弱み（Weakness）、経営環

境分析において将来の機会（Opportunity）と将来の脅威（Threat）のクロス分析によって課

題を抽出するものである。 
また、その分析によって、企業のとるべき戦略シナリオを描くための手法でもある。課題の

抽出についてはいくつも出てくることが考えられるが、それらの課題がすぐ改善すべき重大な

課題となるかは別問題である。企業の規模や組織や管理能力などの諸要素を十分に勘案して見

極めることが重要である。その上で具体的な改善案を検討していく。 
調査・分析により企業の概要と経営実態を把握すると、課題が見えてくる。しかし、実際に

今までの企業活動の結果がどう表れているか活動の成果を検討し、見えてきた課題が実際に経

営成果に影響を及ぼしているかを確認する。経営活動では種々の機能を有機的に結びつけて企

業目的を達成していく。経営指標が一般的標準あるいはその業種における標準を上回っていれ

ば、その企業は競争優位に立っているということができるが、この機能の一部に問題があれば

経営成果は十分なものとならない。逆に経営成果が十分でない場合、何らかの機能が十分に発

揮できていないということになる。成果は単に財務的な数値だけでなく、財務の視点、顧客の

視点、業務プロセスの視点、組織自身の学習と成長の視点という 4 つの視点から見ていくこと

が必要である。例えば顧客満足度はどのくらい上がったか、納品までのリードタイムは何日程

度短縮されたか、特許はどのくらい取得されたかなども成果である。その結果が財務の視点で

ある売上や利益の向上につながっている。 
そのような成果の指標を捉えていけば、より明確に課題が見えてくる。課題は当然将来に対

しても設定していかなければならない。環境の変化や競争条件の変化などを予測し、準備を進

めていくことも重要な課題となる。いずれの場合もよりエクセレント（Excellent:卓越）企業

となるために、どのような改善・改革課題があるかを調査したデータおよび情報を分析して的

確につかんでいくことが必要である。 
①経営成果の把握手順 
経営成果はまず販売部門、仕入部門、労務部門、財務部門などの部門別に活動実態を計数か

ら把握する。計数分析には、例えば 3 期分の変化など期間による計数分析と、原価の実態、納

期の実態や生産性、顧客数あるいは顧客シェアのような対象別の計数分析がある。原価の分析、

生産性の分析は主として業務プロセスの視点からの分析対象であり、顧客シェアは顧客の視点

からの分析対象である。実際には、対象別と期間を組み合わせた計数分析が一般的である。分

析対象の組み合わせで部門の経営成果が出てくる。 
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次いで部門別に分析した計数をもとに統合的に検討していく。ここでは、収益性、安全性、

生産性などの観点から分析する。部門別の計数が統合的にどのような効果を持っているのか、

例えば新製品の開発市場投入が売上増にどの程度貢献しているのか、原価率低減の成果が全体

の収益性においてどの程度貢献しているのかといった分析を行う。ここでは外部の諸条件によ

って影響を受けている計数についても総合的な検討が必要である。例えば為替レートの変動が

収益にどのように影響しているかなどである。 
②総合成果の分析 
総合成果の分析における財務の視点は投入した資本と収益にある。企業の経営成果を総合的

に確認する指標は経営に投下した資本とこれを運用して得た利益との比、経営資本利益率であ

る。資本の区分には自己資本と他人資本という区別、経営資本と経営外資本という区別があり、

経営資本は直接経営目的にのみ使用されている資本である。 
利益の第一段階は売上高と売上原価の差である売上総利益である。第二段階は売上総利益か

ら販売費・一般管理費が引かれた営業利益である。第三段階は営業利益から営業外収益・費用

が加減算された経常利益である。通常の経営活動での成果はこの経常利益で判断される。 
サービス業であれば材料コストを低減した成果は売上原価の低減、すなわち売上総利益の向

上という成果で表れてくる。一方、販売活動の効率や営業経費の効率向上は販管費の減少、す

なわち営業利益の向上が成果である。売掛金の低減は資本効率の向上につながり、一般には使

用する経営資本の中の借入金という負債資本が減少し、営業外収支が改善される。 
今日、キャッシュフロー（Cash Flow）からの評価も重要である。過去の事業価値の実績が

キャッシュフローとして結実しているわけであり、また将来にわたり得られるであろうキャッ

シュフロー合計が事業価値である。 
③資本活動効率の測定 
もう一つの財務の視点が資本活動効率である。企業活動の成果を判断する収益力が経営資本

対営業利益率によって確認されても、それだけで経営成果が十分に上がっているとは判断でき

ない。そのような成果がなぜ生まれたのか理由を的確に把握しなければならない。ましてや成

果が十分でない場合には、成果が十分でない原因を把握しなければ改善につながらない。 
資本は固定資産、流動資産に投資され、製品仕入や生産などを行い、それを販売して回収す

る、あるいは設備投資の結果、減価償却を行うことによって循環する。この循環がいかに速い

かが経営資本回転率、つまり売上高を経営資本で割った数値で表される。業種・業態によって

標準となる経営資本回転率の値は違うが、対象とする企業がどのような成果を上げているかを

把握するための第一の指標である。 
売上に対する費用の効率を測定するには収益がどのように獲得されているかを把握すること

が必要である。これは売上高対営業利益率によって測定できる。営業利益率をいかに向上させ

ているかを見ることがもう一つの成果の把握である。仕入原価の引き下げ、販売費・一般管理

費の削減、いずれもが営業利益率を向上させる要因となる。この経営資本回転率と売上高営業

利益率を掛けた数値が経営資本営業利益率となる。 
さらに、企業が経営目標としている重要な指標として、経営資本対営業利益率の他に総資本

利益率(ROI)、自己資本利益率または株主資本利益率(ROE)、営業利益から税金、配当金、金利

などの資本コストを差し引いた残余利益である経済付加価値(EVA)などがある。このような指

標を企業活動の成果として捉えている企業も多く出てきている。 
④能力育成の成果 
企業における人的能力の向上は従来にも増して重要な経営課題となっている。中長期計画で

必要な能力と人数を明確に把握し、その育成や人材確保の努力の度合いがその企業の将来を占

う重要な判断基準となる。そこで学習と成長の視点が重要となる。 
中期人員計画達成のために第一に考慮すべきことは現状の従業員に関する的確な能力把握と
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育成の計画である。次いで社内での要員育成だけでは不足する能力を持った要員を外部から何

人、どのように確保するかの計画を立案する。どのような計画であれ、人の確保なくしては計

画の完遂は不可能である。しかしながらコストの面を考えればすぐ雇用することも難しく、中

期的な能力アップのアプローチが重要であろう。 
成果の把握も調査した過程でどの程度人が育ってきているか、人材が確保できているかが重

要な観点である。短期の診断では的確な把握が非常に難しいが、できる限り人的能力開発およ

び確保の成果の把握を行うことが後の指導提案において重要な要素となる。 
⑤経営課題の把握 
企業概況分析、経営環境分析、経営資源分析、経営システム分析の経営活動調査・分析のス

テップを通じて把握してきた経営課題は、成果の分析・把握によりその妥当性が裏づけられ、

その課題解決のための改革・改善へと結びつけられる。 
経営課題は弱みを克服し脅威を取り除くことに加えて、自社の強みをより一層強化して事業

機会を高度に活かしていく具体的施策が求められる。例えば、強みを事業機会に活かすために

は製品やチャネルの競争優位をさらに高め、参入障壁を高くすることが課題として挙げられ、

そのための技術開発や製品開発を強化することなどが必要となる。また、現在においてはマー

ケットそのものが常に変化し、従来の市場が大幅に小さくなったり、消滅したりすることもあ

る。マーケットが要求するスピードが高まり、新たな業態が出現して競合状況が新たに生まれ

てコストへの要求が一層厳しくなったりすることも頻繁に発生している。そのような状況への

対応も重要な課題として的確に把握しなければならない。 
課題を捉える際に観点となる事項には今まで述べてきたように、経営者のリーダーシップと

組織の意思決定のあり方、市場・顧客の理解と関係づくり、技術・商品開発力、価値を創造す

るプロセス、組織および人の能力、有効な情報システムなどである。 
(5)第 5プロセス：経営改善・改革案 

本プロセスでは第 4 プロセスで抽出された経営課題を解決するための改善策や、場合によっ

ては変化の激しい経営環境の中で業態転換、部門縮小などの思い切った改革プランを提案する

こともある。 
特に、経済のグローバル化、ボーダーレス化（Borderless）により規制改革が進み、IT の発

達によるネットワーク社会の到来により、従来の経営改善を超えた「経営改革」にチャレンジ

する必要が出てきた。 
経営改革に寄与する経営指導は既存の市場の衰退または従来の経営手法の機能低下を予知し、

それに対応してリスクある経営行動を取るよう提案するものであり、将来を見通したもので高

度な計画力を備えたものでなければならない。 
そのためには、SWOT 分析などで当該企業のコア・コンピタンス(Core Competence)を十分

に把握した上で新たな機会が見込める方向を選択するよう提案することも重要である。 
企業は成長するだけでなく、停滞し、倒産する。指導にあたってはどのような要因があるか

を明確に把握しておくことも必要である。 
①成長企業要因の把握 
これまで成長してきた企業は経済の成長に伴う需要拡大という外部要因に支えられた面もあ

るが、その環境を効果的に自社の成長につなげることができた要因を企業内部に持っていた。

企業内部の経営体制がしっかりしていたからこそ外部要因を追い風にできたわけである。それ

らの企業に共通していることは経営環境の変化を迅速かつ的確に捉えて、機敏に対応してきた

経営の仕組みと積極的な経営態度である。長期的観点に立って将来の自社のあり方を的確に捉

え、それを実現するために現状の経営をどのように進めていくべきかということを考えて体

制・仕組みを作ってきており、適切な戦略を立案し、経営管理体制・業務プロセスを整備して

きた結果といえる。 
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図表７ 企業成長の一般的要因 
成長要因 

1)前向きな姿勢 
2)強いリーダーシップ 
3)長期的視野を持った経営 
4)顧客満足 
5)強い業務プロセス 
6)情報管理の徹底 
7)人材の確保・育成 
8)積極的な研究開発投資 
9)信用力の確保 

企業が成長していく要因には一般的には次のようなものがある。 
1)前向きな姿勢 
経営環境や市場状況を客観的に捉えて、積極的な姿勢をとっていること。 

2)強いリーダーシップ 
強いリーダーシップで的確かつ迅速な意思決定が行われていること。 

3)長期的視野を持った経営 
長期的視点を持ちつつ、短期的な具体策を実行していること。特に自社の独自性や特徴を打

ち出すための技術力の強化や製品開発の強力な推進、販売力の強化などを図っていること。 
4)顧客満足 
顧客第一主義で顧客満足の追求をあらゆる面で実行していること。 

5)強い業務プロセス 
他社に比べて効率よくスピードのある業務プロセスを構築できていること。 

6)情報管理の徹底 
市場情報や技術情報、製品情報など戦略の実現に必要な情報、日常活動の中で経営管理や業

務を効果的に行うために必要とする情報を明確に認識し、それらの情報を収集・蓄積・共有し、

分析・活用する体制を作っていること。 
7)人材の確保・育成  
人材を重視し、計画的に確保・育成を十分に行っていること。特に新たな分野へ進出するた

めの技術獲得や営業活動のためには積極的に外部より人材を確保するとともに養成に努めてい

ること。 
8)積極的な研究開発投資 
新サービスの開発など研究開発に相応の投資を行っていること。 

9)信用力の確保 
経営者および企業としての信用力を培養し、資金調達などをよりスムーズに行えるよう努力

していること。 
②企業倒産要因の把握 
経済の低成長化に伴って、売上の低迷などから倒産する企業も増えている。しかし、倒産の

原因、内容を検討してみると必ずしも外部要因だけによるものではない。むしろ企業内部に原

因があることが多い。 
倒産企業の多くは過去の成長期に無計画な経営、場当たり的・直感的な経営によって事業を拡

大してきたため、その企業内部に大きな矛盾を抱え込んでいた。この矛盾が市場の変化に伴う

売上の減少とともに表面化したケースが少なくない。 
先に挙げた需給構造の変化、市場の変化、循環要因の変化などの外部要閃は確かに倒産の大
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きな引き金となっている。しかし、倒産企業の多くには以下の内部要因が存在している。 
 

図表８ 企業倒産の一般的要因 
倒産要因 内容 

1)販売減少・利益減少 減少の理由、対策が不明確 
2)負債増大 負債のレベル、負担の状況 
3)資本効率の悪化 在庫投資増大、設備投資過剰 
4)経営組織の問題 意思決定の遅さ、変革されない風土 
5)経営管理の問題 放漫経営、場当たり的、管理不在 
6)業務プロセス 改善されない非効率な業務プロセス 
7)従業員の雰囲気 無気力な雰囲気 

   
図表９ 倒産企業の一般的な内部要因 
1)放漫経営 
2)過去の経験に偏向した経営能力の不足 
3)計画性や管理能力の不足 
4)核となる技術がない 
5)技術水準が低い 

これらが販売力の弱体化と売上の減少、コスト増大となって表れ、結果として負債の増大に

よる財務体質の悪化をもたらし、設備投資過剰や在庫投資過剰などの不適切な投資、売掛金の

回収不能などをきっかけに倒産に至っている。 
このように成長要因と倒産要因はちょうど表裏の関係にあり、総合的な経営に対する提案・

改革案の提示が求められる。 
(6)第 6プロセス：全体 適調整 

改善・改革提案が複数案ある場合にはその緊急度や重要度、実行可能性などから優先順位を

つける必要がある。 
例えば、今すぐにでも取り組むべき課題と中長期的に取り組むべき課題を分けて整理して提

案する。 
また、複数人で指導を担当した場合には各担当者間の調整の問題も出てくる。特定の部門の

改善・改革案として 適と判断しても、他部門と相容れないケースもあるので調整が必要とな

る。いずれにしても、複数で指導を行う場合には相互のチームワークが重要であり、部分 適

ではなく全体 適を図る改善・改革提案を実施することが求められる。 
(7)第 7プロセス：経営指導報告の実施 

指導報告にあたっては一般的に報告書にまとめた形で報告される場合が多い。内容的には、

相手にできるだけ分かり易く、グラフや表・図を入れてビジュアル化したものが求められる。 
また、いくら提案内容が優れていても報告の仕方が稚拙では内容が相手に伝わらない。 
さらに、報告にあたっては「プレゼンテーション・スキル（技術）」が重要になってくる。プ

レゼンテーションの効果を高めるためには相手がよく理解できるよう、話し方に工夫する必要

がある。話のスピード、歯切れのよさ、声の大きさ、話の間などが重要である。 
 
３ サービス業が持つ特質と経営指導 
経営管理の方法は必ずしも同一ではない。例えば経営合理化を進める場合、理論を画一的に

当てはめることは必ずしも妥当ではない。今日のように環境変化が激しい時代にはそれぞれの

企業の性格に通した経営管理の方法を取り入れることが必要である。そのためには第一に企業
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の実態、特に業種・業態の特質を的確に捉えていくことが重要である。     
業種による特質は以下のようにまとめることができる。 

(1) サービス業の企業特質 
図表１０ 分野別代表的サービス業 

情報・通信

分野 

情報サービス、オンラインショッピング、インターネットサービスプロバイダー、ホームページ

作成代行業、データセンター、アプリケーションサービス（ＡＳＰ）プロバイダー、e ラーニン

グ、ＣＡＴＶ事業、テレマーケティング、インターネットマーケティング、インターネット取引

市場(e マーケットプレイス)、インターネット商店街、記事タイトル情報のＦＡＸ・インターネ

ット送信サービス、インターネット銀など行 

人材分野 職業紹介業、人材派遣業など 

環境関連分

野 

リサイクルショップ、環境修復（土壌浄化）サービス、環境計量証明、緑化ビジネスなど 

住宅関連分

野 

住宅リフォーム、ＤＩＹショップ、リロケーションサービス、ホームセキュリティサービスなど 

生活関連分

野 

ベビーシッター、カルチャーセンター、資格取得支援、ファイナンシャルプランナー、エステテ

ィックサロン、リラクゼーションサービス、洗濯・理容・美容・浴場業、ペット美容院、その他

の個人サービス業(写真業、衣服裁縫修理業、葬儀・火葬業など)、自動車整備業、駐車場業、そ

の他の修理業など 

余暇・教養

関連分野 

旅行業、旅館・ホテルその他の宿泊所、映画業、娯楽業、専門サービス業(個人教授所、著述家・

芸術家業)など 

日常生活関

連分野 

ハウスクリーニグ、家事支援、有料老人ホーム、ケアハウス、グループホーム、高齢者支援(ケア

サービス)、臨床支援、育児支援、ケータリングサービスなど 

余暇・教育

関連分野 

スポーツ・娯楽、新しい教育、フィットネスクラブなど 

ビジネス支

援分野 

テレマーケティング、データベースサービス、総合レンタル、翻訳・通訳、経営コンサルティン

グ、市場調査、ディスプレイ、販促イベント、企業C I・社歌作成、施設管理、デザインなど 

その他事業

所関連分野 

宅配便サービス、国際宅配便、トランクルーム、イベント用品レンタル、絵画レンタル、POS(販

売時点情報管理システム)情報の加工・分析、コンベンションサービス、物品賃貸業、その他の事

業サービス業(建物サービス、警備業などの専門サービス業など 

サービス業では新しい業態が次々と生まれている。特にインターネットを活用したサービス

が大きくクローズアップされている。それぞれの業態に特徴がある。やはり個々にその特質を

捉えなければならない。多くのサービス業に共通する特徴には人に依存する要素が非常に大き

いことがある。人の育成なしには、企業が成り立たない。サービス業の経営システムには一般

的に経営戦略、サービス商品企画販売・営業、財務・会計、情報、人事・労務の各システムが

ある。 
(2)企業特質を理解した経営指導 
経営の実態を捉えるための基本的アプローチにおいては、まず企業が実績として残した財務

状況を現す主要経営比率をしっかりと捉えることが必要であるが、その諸経営比率で標準とな

る数値も当然業種・業態で違ってくる。経営成果を捉える場合に参考となる標準的な数値はど

のレベルか一義的には決められないのが普通である。例えば、小売業、卸売業、製造業、ある

いはサービス業の売上総利益率は、それぞれ 25～35%、10～20%、25～45%、50～95%の範

囲にあるのが普通である。また経営方針によっても異なる。 
終的には、企業ごとに妥当性を判断すべきである。成長性があり、資本効率がよく、安定

した経営が行われているかがポイントである。その観点から捉えれば、数値の違いに意味があ
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るかないかが判断できるであろう。業種別比率は中小企業庁編『中小企業の経営指標』などが

参考になる。 
(3)成長市場ヘアプローチしている企業の特質 
今日、製造業、流通業、サービス業というような分類の範囲を超えて、新しい技術を活用し

た通信や情報処理事業、ニューメディアを活用した事業、インターネットなど消費者に直接開

かれたネットワークを活用して販売する事業が伸びている。フランチャイズ事業、あるいは企

業環境を捉えた法人向けのアウトソーシング事業、老人向けケアサービスなどシルバー世代を

対象に展開する事業も続々と現れ、各企業の内容は非常に変化に富んでいる。業種・業態はも

とより、企業の特質を個別に捉えていくことが必要となる。 
(4)環境の変化とコンサルティング 
企業の特質を考えるとき、その企業が置かれている環境も含めて捉えなければならない。従

来はよい方向に働いていた特質も環境が変化すれば、経営状況を悪化させる方向に働くかもし

ない。例えば、従来はじっくりと時間をかけて意思決定を行うことが結果としてよかったとい

うようなことが今日では致命的な遅れとなることもある。 
また、変化する環境へ迅速に対応するためにスピードある意思決定、短期間での商品開発、

短納期要求への対応など、スピードある企業活動が求められている。顧客の要求をフルに満た

すために在庫を大量に持ち、在庫は財産であるといったような従来の考え方は今日では通用し

なくなっている。店頭での販売状況へ迅速に対応可能な体制の構築や顧客への迅速な部品・ユ

ニット納入を可能とする提供者としての体制づくりなどが重要な要素となっている。環境を十

分に見極めたコンサルティング活動が求められる。 
 
むすびにかえて 
 多くの先進諸国でみられるように、わが国においてもサービス産業の GDP に占めるウエイ

トは拡大し続けている。近年、サービス業によるわが国経済の成長力底上げが期待され、その

ためのサービス業競争力強化が課題となってきた。「図表 11 第三者認証機関による経営健全

性認証基準案」はエステティックサロンの経営健全性を審査するため、筆者により提案された

認証基準案である。 
 一般的にサービスには「無形性」、「不可分性」、「変動性」、「消滅性」という特徴があること

が知られている。今後のサービス業全体の更なる発展のための審議、認証ガイドライン策定な

どサービス産業別の政策や認証基準等の動向が注目される。 
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図表１１ 第三者認証機関による経営健全性認証基準案 

 
（採点は10点満点・評価ウエイトで積算・得点合計600点以上を認証の目安に） 

活動分野   審査項目    具体的内容 評価ウエイト 

 （3・2・1） 

健全なエステサロンとして適正

な価格でのサービス提供が実施

されている 

    ３ 

エステ関連法規を認識し、契約内

容などサービス提供事前に説明

が実施されている 

    ３ 

エステサロンとしての健全な経

営理念の存在 
   ２ 

従業員など関係者へ経営理念を

浸透させている 

    ２ 

 

 

 

 

 

経営者資質とモラル 

従業員資質向上のため、継続的な

教育の仕組みを作っている 

    １ 

サロン内において役割・責任分担

が明確化され、経営情報の公開に

努めている 

    ２ 

施設ごとに衛生管理責任者が配

置されている 

       ２ 

誠実・速やかな苦情処理の仕組み

があり、危機管理マニュアル保有

、地元医療機関との提携 

       ２ 

収支・利益・資金繰り計画の作成

をしている 

    ２ 

季節別・月別活動計画を作成して

いる 

    １ 

 

 

 

 

 

 

経営組織と計画 

市場変化に対応したマーケティ

ング活動を実践している 

    １ 

サービス内容・料金・営業体制を

明確にＰＲ 

    ３ 

サービス内容組合せ・支払方法の

選択が準備されている 

    ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本活動 

 

 

 

 

 

 

経営戦略と顧客満足 

顧客との双方向意思疎通の仕組

みがあり、顧客満足が追求されて

いる 

    １ 
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活動分野   審査項目    具体的内容 評価ウエイト 

 （3・2・1） 

特徴ある技術の保有、提供する品

質レベルの維持管理 

   ３ 

中途解約時、商品別精算査定基準

の設定 

    ２ 

誇張・誤認を招くＰＲはしていな

い 

    ２ 

季節変動に対応した技術の提供

・アドバイスを行っている 

    １ 

 

 

 

 

 

技術サービス独自性 

 

効能・効果表示には根拠となるデ

ータを示している 

    １ 

エステ技術提供前にカウンセリ

ング等問診により顧客個別対応

を行っている 

    ２ 

顧客ニーズの把握に努め、施術料

金への納得感は高い 

       ２ 

エステサービス提供期間中、サービ

ス記録を作成して常備している 

       ２ 

カルテ情報の個人情報漏洩防止

体制が完成、マニュアルが作成さ

れている 

    ２ 

サービス記録は監督官庁の要請

があればいつでも提供できる 

    １ 

 

 

 

 

 

 

 

販売計画、顧客管理 

定期的ファッション情報・イベン

ト情報の発信によりエステ業界

地位・イメージ向上を目指す 

    １ 

定期的な研修の機会を設け、エス

テシャンへの信頼と地位向上を

目指している 

    ２ 

顧客アンケート、モニタリングを

通して顧客満足を追求、保証カー

ドの発行を実施している 

    ２ 

常に新しいエステ機器、エステ材

料の情報収集に努め、適切な取扱

のための研修への派遣 

    １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営活動 

 

 

 

 

 

 

 

技術、サービス向上 

業界団体の勉強会・研究会への参

加により新技術の収集を実施 

    １ 
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活動分野   審査項目    具体的内容 評価ウエイト 

 （3・2・1） 

医療・医療類似行為抵触用語を用

いてのＰＲはしていない 

    ３ 

契約に関する情報や新技術情報

を顧客に正確に伝えている 
   ２ 

業界一・ 高などの表現を用いた

誇大広告は実施していない 

    ２ 

季節ごとにエステ関連のイベン

トや商品紹介を通して業界の認

知度・イメージ向上を目指す 

    １ 

 

 

 

 

 

マーケティング対策 

季節に応じた店舗外装・内装の演

出を行い、清潔さの維持に努める 

    １ 

エステ材料や薬液等の保管場所

・定位置管理が行われ、衛生管理

責任者が決められている 

    ３ 

エステ材料や薬液等の取扱規定

に従い、定期的棚卸が行われてい

る 

       ２ 

衛生管理要領に基づき、機器保管

場所や消毒スペースはクレンリ

ネス・温度・湿度等の管理が行わ

れている 

       １ 

 

 

 

 

 

商品管理 

廃棄物処理など衛生面・環境面で

の対応が明確化している 

    １ 

消毒スペースでは消毒済みと未

消毒の器材が区別して保管され、

施術後手指消毒設備が配置 

    ３ 

サロンは外部と区別され、区画さ

れた待合室及び専門相談ルーム

が設置されている 

    ２ 

預かり品スペース、エステシャン

の更衣用ロッカールームが設置

されている 

    １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理 

店内各ブースでは適切な採光、照

明、換気が行われクレンリネス・

温度・湿度チェックが実施され、

必要衛生状態が維持 

    １ 
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活動分野   審査項目    具体的内容 評価ウエイト 

 （3・2・1） 

従業員の給与体系は明確であり、

やる気を引き出すインセンティ

ブの仕組が設けられている 

   ３ 

定期的にマナー・基礎・技術・サ

ービスレベルのチェックを上司

及び自分自身が行い、昇給・昇格

へ連動させている 

    ２ 

定期的な採用機会を持ち、新しい

人材の発掘に努力している 

    １ 

従業員独立システムを採用し、将

来に向けてやる気を維持する制

度を設けている 

    １ 

 

 

 

 

 

 

 

従業員管理 

 

年1回定期健康診断を実施し、従

業員の健康管理に配慮し、衛生管

理教育を行っている 

    １ 

月別に収支・利益・資金について

計画が立てられ、実績との差異分

析から対策が実施されている 

    ２ 

月別の経費予算が立てられ、実績

との差異分析から対策が実施さ

れている 

       ２ 

従業員1人当たりの販売額、ブー

ス当たりの販売額について業界

平均値からのチェックを実施し

ている 

       １ 

 

 

 

 

 

 

財務管理 

借入金や利息支払という金融機

関への返済を組み込んだ資金繰

り計画が立てられている 

    １ 

カルテデータなど個人情報は情

報機器を活用してインプットア

ウトプットがスムーズに行える 

    ２ 

情報機器の活用で顧客へのパー

ソナルなサービスを行い、固定客

化を実現している 

    １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営活動 

 

 

 

 

 

 

情報管理 

電子メールの活用で業界情報の

収集や提供を行っている 

    １ 
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活動分野   審査項目    具体的内容 評価ウエイト 

 （3・2・1） 

エステ産業の発展を目指し、今後

求められるであろう技術やサー

ビスについての研究を行ってい

る 

   ２ 

利益の一部が留保され、店舗改装

や人材育成への資金に振り向け

られている 

   ２ 

独立志向の強い従業員に対して

は資金面及び経営ノウハウ提供

などを通して支援を行っている 

   １ 

高齢者や身障者にも快適な環境

の研究と防災面からも安全な空

間におけるサービス提供の実現

に取り組む 

   １ 

 

 

 

 

 

 

 

経営活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来に向けての 

経営姿勢 

定期的に公共機関の支援システ

ムが活用され、中小企業診断士等

の指導を受けている 

   １ 
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