
2021年6月10日

未来事業株式会社

第１６回

未来ウェブ経営セミナー

儲かる会社にしようじゃないか！

わが社でなければできないことを作る！

ＳＷＯＴのＳ（強み）を活かした仕組み作り
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＜登壇者＞

吉岡 憲章
未来事業株式会社 代表取締役 経営プロデューサー 経営学博士（Ph.D.）MBA

早稲田大学第一理工学部卒業 多摩大学院博士後期課程修了。日本経営学会員、

日本ドラッカー学会員。日本ビクター勤務を経て、経営コンサルタント会社を創業。

さらに経営を実体するために電子機器製造・販売業ほか13社を創業・経営を併行。

下請けからメーカーまで、工場から居酒屋まで、さらには起業から上場、倒産から再建と経営のあらゆ

る局面において陣頭に立ち指揮を取り続けてきた経験を持つオンリーワン的経営コンサルタント。

自らの経験に裏付けされた独特の改革手法により、1,100社余の中小企業の経営改革・成長を実践的

指導・支援を行い、数多くの企業を“1年間で赤字脱却・健全経営”へと導びき「常識破りの経営

コンサルタント」と称されている。

著書に『定年博士』（きずな出版）、『会社が赤字とわかったとき読む本』（PHP）、『社長の器』

（PHP）、『一年で儲かる会社にしようじゃないか』（日本実業出版社）、『潰れない会社にするため

の12講座』（中公ラクレ）、『勝ち抜くための経費削減』（朝日新聞社）、『小さな会社が成功する

法』（廣済堂出版）、他多数。さらに、経済専門誌にも多くの執筆や、経営者、金融マン、税理士、

コンサルタントなど専門家を対象に講演・セミナーを行っている。 2



強み
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顧客は誰か？
競合（ライバル）は誰か？

イメージする

１．SWOT分析を知る
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１）わが社の強みは何だろうか

環境

強み

物流

精度

商品
品質
品揃え

機能
性能

デザイン

客層
販売方法
サービス

納期
在庫

作業工程

立地
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人
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２）事例企業

社名：A社

本社：首都圏 ○○工業団地内

業種：樹脂成型・金型業

社歴：30年

資本金：4千5百万円

年商：8億円

経営課題：収益低迷

○○工業団地の構成

企業名 業種 企業名 業種

A 金型・射出成型業 H アルミ加工業

B 検査機器メーカー I モックアップ業

C 電子機器メーカー J 金型製造業

D 精密板金業 K 金属加工業

E 金属加工業 L ソフト業

F 射出成型業 M 金属加工業

G 電子部品製造業 N 建設資材製造業
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（１）事例企業のSWOT分析
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T（脅威）

・顧客の景気変動

・中国の低コストの浸透

・エネルギーコストのUP

・鋼材価格のUP

・取引業界が限られている

・顧客が限られている

・助成金活用範囲の拡大

・仕入先との長く良好な取引

・財務体質の良さ

・社長の強いリーダーシップ

O（機会）

・工業団地内の提携可能

・品質ニーズのアップ

W(弱み）

・売価設定が受動的

・完全受注生産

・工場スペースのゆとりのなさ

・他業界について情報希薄

S（強み）

・大型金型・樹脂成型可能設備保有

・自動車メーカーとの直取引

・高技術、高品質

・幹部社員の意識レベルが高い



（２）事例企業のクロスSWOT分析
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・高技術、高品質

S（強み）

・大型金型・樹脂成型可能設備保有

・自動車メーカーとの直取引

・財務体質の良さ

W(弱み）

・幹部社員の意識レベルが高い

・仕入先との長く良好な取引

・社長の強いリーダーシップ

・売価設定が受動的

・完全受注生産

・工場スペースのゆとりのなさ

・他業界について情報希薄

・取引業界が限られている

・顧客が限られている

・工業団地異業種交流システム構築

・助成金＋工業団地金融融資活用に

　よる設備強化

・「品質へのこだわり」をテーマと

O
　
機
会

・工業団地内の提携可能

・品質ニーズのアップ

・助成金活用範囲の拡大

T
　
脅
威

　品質改善活動の展開

・異業種交流によりコスト情報共有

・資材の共同購入

・顧客の景気変動

・中国の低コストの浸透

・エネルギーコストのUP

・鋼材価格のUP

　モデルの生産停止

・業界研究会の実施による情報収集

・異業種交流により営業間口を広げ

　提案営業可能の営業力をつける

・工業団地内整備により倉庫確保

・個別原価管理強化により不採算



２．“強み”の作り方

①「これだ！」と思った項目を一つ取り上げる

②この何が良いのか、をじっくり考える

③なぜこの良さが実現できるのか、を深く考える

④お客の立場に立って考えてみる

⑤競合はどこだ。数字で比較してみる

⑥一言でズバリ自社の強さを言ってみる
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１）事例 小さな企業でも「強み」づくりで勝ち残れる

（１）会社概要 C居酒屋 横浜 年商 1億円

従業員 16名 飲食業（居酒屋）

（２）経過 いわゆる官官接待に対する世論の批判が厳しくなり、

近隣の官公庁職員を主要顧客としているため売上が

激減した。

これに対応するために低価格メニューを中心としたが、

結局のところ身を削ることになった。

低価格メニューを繰り返すため FL比は73％になり、

営業利益赤字純資産も債務超過、店を閉じるほかは

ないと経営者は思いつめた。
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（３）“強み”づくりの着眼

①低価格で何も特長がないメニューであるために、当店ならではの他店と

差別化ができるオリジナルメニューを中心に構成することによって、

集客と付加価値（粗利率）UPをはかる

②誰でも強みがわかる居酒屋の構築

・横浜本牧港に入港した漁船から直接仕入（浜仕入：オンリーワン的

仕入業態）により低価格で入手、新鮮食材の確保

・珍魚の入手により他にないメニューの提供可能

・自家製地魚の干物提供

・オンリーワンの徹底的訴求

「新鮮 地魚 浜仕入！」

＜ビジネスポイントの変革 “価格”訴求 ⇒“強み”訴求＞
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（４）この企業の「強み」ストーリー

①「これだ！」と思った項目を一つ取り上げる

東京湾の新鮮な地魚や珍魚をメインメニュにできる

②この何が良いのか、をじっくり考える

他の居酒屋のメニューにはない

③なぜこの良さが実現できるのか、を深く考える

漁業組合員のため“浜仕入”ができる

④お客の立場に立って考えてみる

すごく新鮮でおいしい こんな魚食べたことがない 驚き

⑤競合はどこだ。数字で比較してみる

商圏内に漁業組案員の居酒屋はいないため同様メニューの提供はできない

⑥一言でズバリ自社の強さを言ってみる

「新鮮・地魚・浜仕入」
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３．わが社の“1位づくり”に挑戦
（“強み”を作ればできる）

①1位を目指す商品づくり

②1位を目指す顧客づくり

③1位を目指す地域づくり

④1位を目指す営業のやり方

⑤1位を目指す顧客メンテのやり方
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１）“1位づくり”のために
「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」

「戦いに勝 とうと思うなら、まず相手のことを知らなくてはならない。 相手を研究し、

自分の得意・不得意についてよく理解すれ ば、どんな戦いでも勝つことができる。

「ウチのことは自分がよく知っている」（社長）本当か？

でも、敵を知らねば“ウチ”は分からない

ライバルのことを知るために

どれだけの手間を割いているか

どれだけのコストをかけているか

顧客を知るためにどれだけの努力をしているか

経営者の望むことは 経営者の性格嗜好は

キーマンは なぜ自社と取引してくれるのか
13



２)事例 1位になるための戦略
実態

社歴 10年

資本金 2000万円

本社 神奈川県綾瀬市

従業員数 30名

売上 3.5億円

利益 赤字基調

性格：創業者で温厚な性格

趣味：映画鑑賞

取引開始動機 購買部門へ売込み

人脈 購買係長

営業 社長＋営業担当1名

社長は月1度程度訪問

営業担当は納品主体

インストアシェア 28%

設備 手作業を主体とした組立ライン

組立技術が主体

生産技術者いない

ロットアウト率　10％

納入後工程品質　2～3％

納入先にて品質に対する不満あり

項目

会
社

社
長
・
営
業

生
産
・
品
質

経営者

営業活動

技術

品質

・発注先の購買責任者である購
買部長と経営者である事業部長
との交流により人脈構築
・社長は毎週訪問打合せ

発注先負担により自動機導入

納入先と毎月品質会議を実施す
ることでより現場と密接な関係
構築

ライバル企業の実態

取引業者第一位戦略計画

インストアシェア
14％ ⇒ 47％
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４．まとめ

１．SWOT分析にとどめずクロスSWOT分析することで有効な戦略を

策定できる

２．これだ！と思ったポイントを強み構築ストーリで深耕する

ことで“強み”をつくることができる

３．“ライバルは誰か？”を明確に認識し、そのライバルを知る

ことからNo.1企業になれる
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未来事業のお手伝い

一年で儲かる会社にしようじゃないか！

～ コロナなんてクソくらえ ～



１．未来事業って何をする会社？

中小企業を一年で儲かる会社に生まれ変わらせる会社
・中小企業の2/3には赤字決算（国税庁資料）

・コロナで資金が回らない

・多額の借金を返済できない

⇒窮境状態脱出し健全経営に導く会社

社長と会社の将来を語り、社長の夢を実現させる会社
・もっと会社を成長させたい

・新しいビジネスモデルに挑戦したい

・ハッピーリタイアできるよう企業価値を上げたい

⇒将来に向けて成長経営に変身させる会社
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２．未来事業の経営支援内容とコミット

１）収益力の改善支援コミット

・一年で赤字を黒字に ・売上を1.2倍に増加

２）成長力の促進支援

・儲かるビジネスモデルに変革

３）金融対策・資金繰り支援・資本対策

・金融機関からの支援体制構築・借入に頼らない資本投入の実施

４）事業再編・事業承継支援

・M&A、事業提携による業容拡大 ・ハッピーリタイアできる事業承継

５）人財育成支援

・経営幹部、後継者の育成 ・人財導入戦略策定と人財紹介

18



３．どこが未来流なの？

中小企業に役立つコンサルタント会社の見分け方

（病院に例えると）

①総合病院・大学附属病院
○○総研、××コンサルティングファーム・・・

大企業が対象（中小企業のコンサルティングはできない）

フィーが数千万円以上

②クリニック
△△会計事務所 □□経営コンサルタント事務所 ・・・

経営分析のみでほぼ終わる。具体的な改革指導はできない

企業経営の経験がないため十分な指導は難しい

③専門病院（癌専門 透析専門・・・）
未来事業が典型的な中小企業再生・成長指導のための専門病院

中小企業の実経営が豊富で具体的実践的に指導・支援で成果がでる
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４．これまでどんな実績があるの？

40年以上の経験
中小企業再生・成長指導の草分け的存在

これまでに1,100社を超える指導実績
ハンズオン的指導としては、わが国最多の再生実績

1年・2年で再生した企業：約750社

多くの独特な再生手法の開発
・未来収益予測法

・経営力評価法

・経営改革推進スパイラルエンジン 他多数

＊いずれも著作権所有
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先ずは気軽にZoomで経営相談しましょう！

・自社の経営診断をしてほしい

わが社の経営力と課題がわかります

・赤字なのでもっと収益力をつけたい

・売上をもっと増やしたい

・成長するビジネスモデルに変革したい

・事業承継したい・成長につながるM&Aをしたい

・資金調達をしたい

http://www.mirai-j.co.jp/keieisoudan.htm
または、ヤフーで 未来事業経営相談
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対談
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１．対談の進め方

特殊電機株式会社 島倉社長様をゲストスピーカーに迎え
コロナの影響を大きく受ける厳しい環境の中で、今話題の
「オゾン発生器」を開発商品化した成功事例を対談形式で
紹介します。

23



島倉 秀之 社長 会社名：特殊電機株式会社
本社：東京都稲城市
創業：1973年2月27日
資本金：2,000万円
従業員：10名

事業内容：
オゾン発生器
小型電子部品、
各種電源装置等
の開発設計、製造販売

１） 登壇者＜ゲスト スピーカー＞
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〒206-0802 東京都稲城市東長沼2119-9
TEL042-378-7490(代) FAX042-378-7422

http://www.tokusyu-d.co.jp

２） 本社所在地
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３） わが社の５つの強み
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・主な製品群

新商品オゾン発生器

４） お客様へ常に新しい価値を提供しています
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下請工場では先行きが厳しい

発注先の経営環境に振り回される

販路が限られている

自分で売価を決めたい

人材を育てたい

経営を成長軌道に乗せたい

２．社長の悩みと経営課題
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強み 弱み

機会 脅威

ライバル会社の動向取り巻く環境コロナ

自社保有技術 営業力

３．Ｓ（自社保有技術）を活かした新商品づくり

１） ＳＷＯＴ分析【強み】×【市場】で新商品を導き出す
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２） 下請け脱却戦略の検討
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１．技術開発が確立していること ２．商品として完成していること ３．採用可否判定

顧客のニーズに合っている
研究開発レベルでは採用
されない

量産サンプル評価の合格
・品質特性（バラツキ、

・信頼性

他社より技術優位性が必要

（業界トップレベルのもの）

かゆい所に手のとどく
サービスができること
・素早い設計

・故障解析力

安定生産していること

◇安定生産の根拠

・生産能力の明確

・製造条件

・ロット変動の管理状態化

・歩留レベルの向上

・品質保証体制

・メンテナンス体制

供給能力

・数量

・納期

コスト能力

・業界価格

工場審査

・安心してプロセスを
買っていただけること

３） オゾン発生器 開発ステップ
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１．組織体制つくり

２．現状分析

３．商品企画

４．設計構想

５．商品設計

６．試作製造

７．商品化

・開発リーダー選定

・開発目標の徹底

・原価分析

・問題点の収集と要因分析

・顧客の満足を得る要素の抽出

・設計仕様の抽出

・シンプル性・生産性の追求

・現行との対比による削減工数

・生産システム設計

・製品構成設計と試作

・製品の試作品(プロトタイプ)の生産

・「いつ」「どこで」「どのようにして」
販売するか決定

４） オゾン発生器 商品化までの道のり
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４．Ｖ－ｓｔｒｉｋｅ新商品の優位性
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５．成長する企業を目指して
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Ｖ－ｓｔｒｉｋｅで

コロナに勝つ！

ＳＷＯＴのＳ「保有技術」で独自の商品化に成功した

販売はこれまで社長一人だったが、「販売代理店」と契約

これからも「保有技術の延長線上」で新商品開発を続ける

自分で「売価」を決めることで利益が確保できた

下請けでも「強み」を深堀し、展開することでメーカーになれた

６．まとめ
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＜コーディネーター＞
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http://www.mirai-j.co.jp/web_seminar.htm

次回の未来ウェブ経営セミナーは下記ＵＲＬよりアクセスのうえお申込ください。

ご視聴ありがとうございました


