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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！
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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



１．中小企業を取巻く経済環境

中小企業庁 第 164 回中小企業景況調査（2021 年 4-6 月期） 3

１）中小企業の業況DI



２．改革シナリオ－－コロナ危機を機会に社会全体で ICT をフル活用する取り組みが活発化しDX が加速する

３. リスクシナリオ－－変異種が増え、コロナ危機が 22 年度も継続し、世界的な低成長が継続する

１．標準シナリオ－－コロナ危機による訪日外国人の減少傾向の継続、巨額財政支援の始末など
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２）コロナ後の日本の実質GDP予測



トライベック・ブランド戦略研究所「BtoBサイト調査2019」 5

２．コロナ期における営業スタイルの変化

１）B to B市場における情報源
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オンライン商談の場だけで完結したい

オンライン商談で不十分なところを電話やメールでフォロー

オンライン商談をメイン重要な局面では対面商談してほしい

対面商談をメインとし必要時はオンライン商談でフォロー

オンライン商談なし対面商談とメール電話で進めてほしい

オンライン商談は使わず対面商談だけで進めてほしい

オンラインも対面も商談せず電話とメールのやり取りだけ

営業のやり取り発生せず注文操作だけで完結してほしい

％購買をするときに望ましいスタイルはどれですか？

TORiX調査 2020・10

オンライン商談

オンライン
＋対面商談

対面商談
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２）オンライン時代への対応 ＜購買担当者が望む商談スタイル＞



対面

オンライン

プレゼン

プレゼン

対面 オンライン

プレゼンプレゼン

オンライン

契　　　約

コンタクト（電話・メール・紹介他）

情報収集

対面

ダブルアタック型営業

対面＋オンライン商談対面商談 オンライン商談

キーポイント
顧客のことをどれだけ把握しているか
一般論でなく顧客に役立つ具体的な提案
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３）オンラインから対面商談へのステップアップ ＜ダブルアタック型営業＞



（１）自社の商品・サービスの強み・特長と売り込むポイントを明確にする

（２）顧客リストを作成しターゲットを慎重に見極める

自社の業種や特色と照らし合わせ「ここならお付き合いしたい」

「ここならお付き合いしてもらえそう」と考えられる企業を見極める

（３）ターゲットに合わせてステップアップアプローチする

（４）受注確度を上げる営業方法を選択する
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３．「新規顧客開拓を成功させるための4条件」



＜事例：特殊電機オゾン発生器＞
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３-１ 自社の商品・サービスの強さの明確化



戦略１：プッシュ型（アウトバウンド型）営業で短期的に成果を上げる

自社主体であるため短期に成果を出しやすいが顧客リスト策定が前提

顧客リストの作成手法

（１）ポータルサイトをチェック：

絞り込み検索からリサーチで、ターゲットとしているユーザー選択

（２）リスト収集ソフトを活用する

自社の力では気づけなかったターゲットにアプローチ。

業務効率が大幅に改善されるがコストがかかる

多くのツールからどれを選ぶかのポイント

・最新情報が記載されているか・十分な企業分析ができるか・データが重複されていないか

（３）イベント出展企業の一覧を手に入れる

ターゲットと類似した属性のイベント企業をピックアップ
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３-２ 新規顧客開拓のための3つの戦略



BtoBであっても購買行動が変化し、関連する情報を能動的に収集する傾向が強くなった。

自社の商品やサービスに興味のある見込客を集めることができる

（１）ホームページの強化 ホームページはいまや企業の名刺代わり、会社案内代わり

・徹底したSEO対策 ・ユーザーが見やすいと思う構成 ・自社の強みの明確化

（２）SNSの運用と強化 集客・商品販売・採用・マーケティング・・・

自社の情報を大きく拡散できるように成長させれば大きな集客や収益を見込める

（３）ネット広告

リスティング広告、SNS広告、動画広告・・・

自社に適した広告を、費用対効果を意識しておこなう

（４）出版、プレスリリース

出版：半永久的に自社の認知、信頼度、ＰＲに貢献

プレスリリース：マスコミに自社が新しい取り組みや商品を行うことを知らせ、拡散してもらう

コストがあまりかからない。取り上げられやすい話題性や利便性を意識した構成

戦略２：プル型（インバウンド型）営業で効率的に見込客を集めて育成する
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戦略３：紹介営業でコストをかけずに成約可能性の高い顧客にアプローチ

（１）最強の新規開拓手法

顧客獲得コストはかからない、紹介なので最初から信頼してもらうことが可能

相見積りなどの競合になりにくく受注の可能性はかなり高い

自社コントロールでないため、いつ何件紹介してもらえるかわからない

中長期的な見通しがきかない

（２）信頼してもらえるように細心の注意が必要

（３）ＢＮＩ(Business Network International)的活動：紹介営業の典型
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×

×
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３-３ クロージングまでのステップ



ステップアップアプローチ

こまめなコンヴァージョン（CV）

購入

見込客

お役立ち
資料

セミナー

お問い
合わせ

商談

無料トラ
イアル
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（１）やりとりしている相手が、一人ですべてを決められるわけではない、ことを認識

（２）稟議書の文章を提供する

この商品の特長 強さ 購入したときの先方の利益・・・

（３）相手の担当者が褒められるようにする

（４）大義名分を与える

コスト削減になる（年100万円経費が減る） 助成金を受けることができる

（５）挟み撃ち戦法(ダブルアタック）を使う

先方の上司を巻き込むようにする
15

３-４ クロージング確度を上げるポイント



B to Bは組織力で対応する（挟み撃ちダブルアタック戦法）

商談

A社 B社

決済権があるB社の
部長に出てきて

ほしい

決裁権ないがB社の
部長にまでつな
げてほしい存在

担当から聴いて部
長にA社の商品のこ
とを告げてほしい

決裁権限者でここ
とつながりたい

担当をフォローし
絶えず部長に報告

部長

課長 営業担当 購買担当 課長

部長

社長 社長
B社の部長にいつで
も会えるよう準備
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１)顧客とのコンタクトはウェブとリアルの効率的ダブルアタック作戦

２)新規顧客開拓を成功させる4条件

①商品・サービスの強み・特長と売り込むポイントを明確にする

②顧客リストを作成し見極める

③ターゲットにステップアップアプローチ

④クロージング確度を上げる営業手法
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４．まとめ
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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
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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でミーティングしましょう！

・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、Zoomで 個別ミーティング
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http://www.mirai-j.co.jp/keieisoudan.htm
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①広告閲覧、ブログ閲覧

②サイトの関連情報閲覧

ブログ、ウエビナーへの参加

③サービス情報の比較

④商談のアポイント

ファネルの重要性
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・こちらから働きかけずに商談に

なる見込み客はごくわずか

・積極的に見込み客に対して

コミュニケーションを取る

必要がある

・「将来受注する可能性はあるが

今ではない」

リードナーチャリング（見込み客の育成）
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１．情報収集スタイルの変化

①サイト上の製品関連情報は見られている

②BtoBビジネスにおいては、買い手は営業担当の接触前に

意思決定プロセスの大半を済ませている

③デジタルで情報取得する時代

インバウンド型への営業手法へ
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成功事例

28



見込み客をサイトから集客
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イプロス ものづくり
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商談からクロージングを外注
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Aidma Holdings （アイドマホールディング）



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


