IME 経営セミナー

2019 年 3 月 29 日

• 中堅・中小製造業の経営革新

定期経営セミナー開催予定

定期(104)
• 場所

2019年

大田区産業プラザ(Ｐｉｏ) 蒲田
〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-20-20
TEL：03-3733-6600
• 日時

中堅中小製造業の

経営環境と対応

13月29日(金)
14月26日(金)
05月24日(金)
06月21日(金)

Ⅰ．戦略目標の設定
Ⅱ．経営環境調査
代表取締役

Ｆ会議室
Ｆ会議室
Ｆ会議室
G会議室

18:30から1.5～2時間程度
• テーマ
• 企業経営関連のテーマを時期と希望により選定する

立居場誠治
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Ⅰ．戦略目標の設定

１．経営目的・目標の整理

中長期経営目標

１．経営目的・目標の整理
1.1理念、ビジョン
1.2中長期経営目標

３．戦略目標の設定

２．事業・機能の明確化

3.1戦略立案対象範囲の明確化
3.2戦略目標の設定

2.1事業・機能分担の整理
2.2事業ドメインの把握
2.3顧客提案価値の明確化
１．経営目的・目標の 戦略で理念ビジョンを実現する。基本的な方向性の指
針。定性・定量の戦略目標を作成し、達成のために戦
整理 略を立案する。 戦略の質と量を決めるものになる。
自社は、どこの部署で何を行っているのか？
２．事業・機能の
どのようなことで顧客満足を得ているか事業・製品・
明確化 サービスごとに調査する。

• ビジョン実現のために経営の意図として、
５年先、10年先にどのような会社になろう
としているのか、目標を設定する。
• ただ中長期経営目標は、戦略や経営計画
立案の過程で、
実現性などを考慮し
修正されることがある。
• また、経営計画実現の過程(実行過程)で
修正を図ることもある。
• その為ここでは、目標の根拠を事細かに
詰める必要はなく、
経営者、株主など
の意志・希望的なものでよい。

[[作成中]-経営戦略立案-2017]
全社基本戦略立案

20XX年に 売上100億円、
営業利益10%達成
５年後に新製品による
売上倍増
企業存続と雇用確保

会社の目的を達成するための
目標(マイルストーン)を設定する

戦略立案の対象範囲を明確化し、経営戦略の目標を
設定する。 (中長期経営計画が明確ならば、その目
標値)

３．戦略目標の設定

中長期経営目標の例
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「経戦-画像作成(4-3)-出版用」

戦略課題の洗い出し 【SWOTクロス分析】

Ⅱ．経営環境調査

戦略立案の
「経営ビジョン、経営理念」

• 戦略立案、経営判断を行うのに「勘・経験」は重要な要素である。
• しかし、判断のほとんどを「勘・経験」にたよられたのでは、一か八
かのギャンブルとなり、ステイクホルダーはたまったものではない。
• 客観的事実からの判断を行うために経営環境を調査して、経営
判断の材料やヒントを見出し、「勘」の割合をいかに減らすかが、
ここでの勝負どころである。
• ここでは、経営戦略立案の為に、その判断材料となる会社の内部
環境、外部環境などの情報を収集する。
• 主に経営層が調査にあたる。

部品をそろえる
「中長期経営目標」
「経営(成長)の方向性」・・・等

戦略目標
機
会

(マクロ環境) 会社や業界を
取巻く政治、経済などの外部
環境の状況や変化により生じ
る、自社の機会または脅威
(ミクロ環境) 市場や顧客、
販売などの外部環境の状況
や変化により生じる、自社の
機会または脅威
(競争要因) 市場競争の状
況により発生する脅威や機会
(リスク要因) 自社の外部・
内部に潜むリスク要因による
脅威または対策により得られ
る機会

外部環境

脅
威

強み
(財務)
(顧客・営業)
(業務プロセス)
(組織・人材)

弱み

内部環境

クロス(強み*機会) クロス(弱み*機会)
・・・(対策)
・・・(対策)

「積極的攻勢」
「弱点強化」
→ 戦略課題
部品を組合せ、
組立てて
クロス(強み*脅威)
クロス(弱み*脅威)
対応策
戦略立案
・・・(対策)
・・・(対策)
「差別化」
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Ⅱ経営環境調査

Ⅱ．経営環境調査

１．内部環境調査

Ⅰ 戦略目標設定

２．外部環境調査

５．経営環境まとめ
(SWOT作成)

０．経営環境調査の要件
• 経営環境調査の目的は、会社の基本戦略作成を行うこ
とである。
• その戦略立案、経営判断を勘ではなく根拠のあるものに
するために、内部環境、外部環境を的確に把握すること
が必要である。
• 従って調査は、必要かつ適切なレベルのデータを収集し、
整理することが重要である。

３．リスク概要調査
４．将来環境予測

Ⅲ 全社基本戦略立案

１．内部環境調査

財務状況、営業・受注、製品(商品)、業務プロセス・生産体
制、経営資源等の調査・・・自社の強み・弱み(SW)の抽出

２．外部環境調査

外部環境のマクロ、ミクロ要因調査、競争要因(５force)分析
等の調査・・・自社利益増の機会・脅威(OT)の抽出

３．リスク概要調査

会社の外部内部に潜むリスクについて調査し、機会・脅威、
強み・弱み等を抽出

４．将来環境予測

市場・顧客・製品、売上・利益、自社資源等の将来予測を
行ない、それに関する機会・脅威、強み・弱み等を抽出

５．経営環境まとめ

(SWOT作成) 経営環境の調査結果を表にまとめる

[[作成中]-経営戦略立案-2017]

www.ime-net.com

「防衛」

部品に不足・不正確(不良)があると、組立は？
→ 想像・でっちあげで部品を作る(偽装工作??)
・・・ 製品も不良＝間違った戦略・計画になる??
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「経戦-画像作成(4-3)-出版用」
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IME 経営セミナー

2019 年 3 月 29 日

Ⅱ．経営環境調査

Ⅱ．経営環境調査

１．内部環境調査

２．外部環境調査
自社を取り巻く 経営環境等を 調査する
2.1外部環境マクロ要因調査
2.2外部環境ミクロ要因調査
2.3競争要因分析 (５force分析)

社内の実態を調査し、己を知る・・・どうなっているのか？
1.0内部環境調査の考え方
1.1財務分析
1.2営業・受注調査
1.3製品(商品)分析
1.4業務プロセス調査 (生産体制の調査)
1.5経営資源調査
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外部環境の変化
【世界情勢】

【情報技術】

保護主義
商習慣変化、越境ＥＣ

コンピュータ、インターネット
５Ｇ(高速通信)
クラウド、ビッグデータ
ブロックチェーン
ＩｏＴ (モノのネット接続)
ＡＩ (人工知能)

【国内環境】

少子高齢化・人口減
生活単位の少人数化
地方衰退
概念：所有から共有化へ Society 5.0

生産拠点のリショアリング、国内回帰について

【労働問題】

【実現化技術】
ＡＭ(付加製造)
ロボット、アシスト機器
センサー、ＭtoＭ
自働化、スマート化
新素材、新技術
新エネルギー

(同一労働、同一賃金)
(残業・長時間労働制限)

人づくり革命、生産性革命

日本の国内回帰

１．政治主導

１．コストメリットの問題

・オバマ大統領、トランプ大統領の政策
・中国との貿易摩擦

・新興国(中国)の生産コスト(人件費)上昇
・賃金横ばいと生産効率向上余地
・国際物流コスト上昇(石油等資源高)

２．コストメリットの問題

Ｉｎｄｕｓｔｒｙ4.0

労働環境、安全衛生
メンタルケア、組織管理
働き方改革

米のリショアリング

・新興国(中国)の生産コスト(人件費)上昇
・米国内の賃金低下(リーマン・ショック後)
・国際物流コスト上昇(石油等資源高)
・米国内のエネルギーコスト低下
(シェールガス革命)

２．QDの問題

・市場・顧客の短納期要求
・大量生産・大量輸送のための在庫問題
・品質管理の不徹底

・新興国(中国)のカントリー・リスクの上昇(暴
動、紛争、労働争議)
・技術移転の強要、特許侵害
・リスク対応の為の生産拠点分散の必要性
・国民性と言語の違い

３．QDの問題

４．リスクの問題

・品質コストの問題
・サイレントチェンジの問題
・市場・顧客の短納期要求

３．リスクの問題

・新興国(中国)のカントリー・リスクの上昇(暴
(中国への輸出品は部品が多く、完成品の
動、紛争、労働争議)
多くは中国から米国へ輸出されている)
・技術移転の強要、特許侵害
・リスク対応の為の生産拠点分散の必要性 (中国は、生産拠点ではなく販売拠点)
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[機械化・自動化・スマート化]
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「(1)人と設備の最適組合せ」

Ⅱ．経営環境調査

Ⅱ．経営環境調査

３．リスク概要調査

４．将来環境予測

リスクの考え方
リスクは、「危険源」が具現化して「被害・損害」を生じる可能性。
リスクの大きさ＝発生確率×結果の重大性
リスクは、
・ビジネスリスク
・純粋リスク
発
生
確
率

• ここまでは主に現状と今年の環境を調査したが、
• ここでは中長期の将来において対応すべき変化を予測
する。
• 外部環境、内部環境の調査結果などを参考にして、将
来予測を行う。

自社の関連する市場や製品、技術の
将来動向を予測する

結果の重大性
リスクマネジメント論文
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具備条件のチェック
①事実・真
実である
こと

調査は、戦略立案の根拠となるため、主観ではなく客観的事実であること。
自社・顧客にとっての真実か？ 大ざっぱな情報、表面的現象や実態に惑わさ
れない事。
・公的データ、測定データ ＝ 自社にとっての絶対性・客観性の確保
・観察・採取データ ＝ 実態・状況の積上、さらなる分析等で、論理性・納得性
を確保。

外
部
環
境

戦略、ＳＷＯＴ分析などに用いることを意識して、適切な深さ・細かさを確保(層
別)する。
②適切性の
管理・改善は「分類」と「計測」から始まる＝データは極力数値で示す。
確保
・分類と深度
・数値で示すこと （非常に多い → ○○％で業界平均より多い）

Ｏ：機会
電気・燃料電池車の開発・販売
自動運転化によるセンサー需要の増加
電力不足⇒LED照明需要増加
耐火住宅需要がある
地震対策商品の需要増加
高齢者向け安全対策商品需要
樹脂に対する要望が変わってきている
展示会の出展機会が増えてきている
近隣企業からのヨコ展開受注の増加傾向
ネット販売による自社製品販売の方法・機会増加

集約 ニーズと環境変化で新市場開拓の機会有り

データの履歴、トレーサビリティを確保すること。 根拠、算出過程、明確性を
③証拠能力 確保する。
確保
何のデータかわかる事、証拠能力の確保、後で見てわかる事 (計算式や単位
を含む)
④誤解・混
同がない
こと

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

内
部
環
境

文章・表現が明確で、他者が読んでもかるように、辞書や社会通念上正しい表
現、規定や手順書に書かれている言葉など、標準的な用語を使用する。
社内で表現を統一することが望ましい。
文章には主語を書く。長文→短文→箇条書→表など、表現の工夫。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ｓ：強み
財務面は、安全性が高い
プラスチック加工技術の技術・経験
プラスチック加工技術の特許取得
設備の自社開発・改造ができる
金型製造技術がある
原材料のブレンド技術が高い
従業員に新商品のアイディアはある
協力会社・異業種交流を強化している
自社にない技術は、近隣企業で賄える
大田ブランド優良企業賞を受賞

集約 加工技術と開発の土壌はある
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[経営戦略立案 ☆]

www.ime-net.com

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ｔ：脅威
世界的不景気
国内がデフレである
国内行政の先行不安
住宅着工件数減少
メインの既存顧客企業 先行き不安
原油価格高騰⇒材料価格の高騰
顧客企業からの値下げ要請
商品のライフサイクルが短い
同業他社のと競争激化
優秀な人材の確保が困難

集約 従来品や大ロット製品需要は望めない
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ｗ：弱み
財務面は、収益性・創造性・成長性が低い
自社オリジナル商品が無い (チャレンジしていない)
下請け体質で、受注が不安定
受注量の波により工程の平準化困難
５Ｓができていない
教育訓練の仕組みがなく、ＯＪＴの習慣がない
技術者の高齢化
技術技能伝承ができていない
年齢構成の偏り (中堅社員がいない)
組織が機能していない

集約 現状対応で終始しており将来の課題山積

「経戦-画像作成(4-3)-出版用」
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