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事 業 分 野

株式会社船井総合研究所
代表取締役社長

更に多様な人財、プロ人財の採用・育成へ

経営コンサルティング業界のなかで持続的成長を実現していくためには、当社がクライアント企業の業績を上げ続けるこ
とが何よりも重要だと考えています。そのためには、常に基本に立ち返り、当社の強みでもある各業種の業態提案
（通称：ズバリソリューション）力の精度を高めていくことで、より一層コンサルティングの品質を向上させてまいります。
加えて、成長の基盤となる経営研究会の質的充実、量的拡大を加速させながら、日本一の中小企業向け総合経営コンサルテ
ィング会社を目指してまいります。

経営コンサルティング事業においては、中小企業の業績
向上をサポートする成長実行支援をベースにしながら、人

船井総合研究所の一番の得意領域である即時業績向上に
直結すると考えています。

二つ目は保育・教育支援部です。少子化や女性の社会

「住宅・不動産」
「医療・介護・福祉」
「士業」に続き、今

進出に伴い、待機児童解消など保育園の問題が喫緊の課

後成長が見込める有望市場への積極展開を目指すべく昨

題となっています。この分野の開発コンサルティングから、

年7月に3つの部門を新設いたしました。
一つ目は金融財務支援部です。財務に関して具体的なキ

スクールや大学法人等の学校分野までを一気通貫で対応
できる日本唯一のコンサルティング会社として、今後もさ

材開発支援および価値向上支援といった支援テーマの拡

価値向上支援においては、昨年導入し、すでに日本一の

ャッシュフローの改善や即時成果型のコンサルティングへ

充に引続き取り組んでまいります。なかでも人材開発支援

実施件数を誇る従業員満足度調査サービスである「組織

のニーズが非常に高まっています。そこでB/S経営研究会

は好調に推移しており、本年HRDコンサルティング事業本

力診断」をバージョンアップさせ、総合的に経営状況を診

ではこれらのニーズに対応し、P/L、B/S両面に強い経営を

分野はここ数年非常に伸びており、当社の中では二番目に
大きな業種です。その中でも、訪問医療・訪問介護は近

らに注力してまいります。
三つ目は地域包括ケア支援部です。医療・介護・福祉

断する「経営品質診断」を開発いたしました。同じく昨年

で更なるクオリティーとスピードで、クライアントにお役

リリースしたクラウド型人事評価システム（サービス名

険代理店・FP事務所経営研究会」等をさらに拡大させる

年の高齢化に伴い伸びてきており、ここを当社の特徴が出

立ちできるツールやサービスの開発を進めてまいります。

:Advance）と併せて提供することによって、
「組織力を上

ことにより、手つかずであった巨大な金融マーケットコン

せる１つの部門ととらえ、地域包括ケア支援部として新設

中小企業において最重要課題である採用・育成・定着とい

げれば業績も上がる」という人材開発の切り口から経営を

サルティングの成長につなげていきたいと考えています。

いたしました。

った「労働力不足」の解消をご支援することが、結果的に

サポートしていこうと考えています。

ガ バ ナ ン ス ・ 会 社 概 要

部として部門を独立いたしました。専門の部隊とすること

サポートしてまいります。また「しんきん経営研究会」
「保

４．多様性のある人財の採用（海外留学生採用・プロ採用）へ

２．デジタルシフト
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基本となる業績向上支援においては、当社の主力3業種

グ ル ー プ 会 社

１．人材開発支援、価値向上支援の拡充

３．有望市場への参入

当社では社員を重要な経営資源と位置付けており、その

士や弁護士といった有資格者でコンサルタントとしての資

近年普及するICT(情報通信技術)の発展は、企業経営に

ケーションツールの提供、経営研究会会員専用の経営情報

意味も込めて「人財」と呼んでおります。現在、力を入れ

質が高い「プロ人財」の採用を続けております。また、グ

大きな影響を与え、その活用が必要不可欠な時代になりま

データの共有の準備を進めてまいります。経営研究会会員

ているのは「人財採用」
「人財育成」の強化です。昨年秋

ループ会社である船井上海の拡大成長に伴い、中国語バ

した。そこで、当社においても中小企業向けに戦略的かつ

企業ならびに船井総研双方にとって、有益かつ、なくては

には、ボストンキャリアフォーラムという海外留学生向け

イリンガル人財の採用もこれから増やしていき、日本で提

利便性の高いデジタル化支援を推し進めていくことにいた

ならない実用的なビジネスモデルに進化させていきたいと

の就職イベントに参画し、多様性のある優秀な学生の採用

供しているコンサルティングサービスの早期の中国展開お

しました。代表的なサービスとして、常時接続型コミュニ

考えております。

をスタートいたしました。キャリア採用についても、税理

よび拡大を視野に入れていきたいと考えています。
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医療・介護・福祉分野
病院、クリニック（診療所）、歯科、治療院、介護施設、在宅介護、障がい福祉

注文住宅、リフォーム、中古住宅、建売分譲、賃貸、収益不動産、土地活用

Point

売上高の推移

・新築市場コンサルティング、前年対比130%超

1,764

・収益不動産コンサルティング、初年度から粗利1億円

2,207
+25％

2,678

（百万円）

+21％

Point

売上高の推移

・医療・介護分野は「地域医療構想」と「地域包括ケア」
への対応をテーマとしたコンサルティングが続伸

1,182

（百万円）

1,383
+17％

1,604
+16％

・障がい福祉分野は競合が少なく、2年間で案件が倍増

・築古物件のリノベーション市場を強化
2015

2016

2017

円規模へと成長を見込んでおります。

・保険外・自費分野では、歯科・治療院に加えて、
介護事業者向け保険外サービスのコンサルティングが急増
医療・介護・福祉分野は、2017年度も順調にコンサ

2015

2016

2017

年度は運動特化型放課後等デイサービスに加えて、就労

要の影響を受け、新築市場は好況です。主要顧客である

中期的には、消費増税後の新築市場縮小に備えて、ス

ハウスメーカーや工務店に対するコンサルティングは好

トック循環型ビジネスであるリフォーム分野、中古住宅

調で、2017年度は前年対比130%超を達成いたしました。

分野、賃貸分野のコンサルティングの再強化・再構築を

2018年度の診療報酬・介護報酬の同時改定は、医療

最後に、従来から、歯科・治療院の分野では保険外の

2018年度も、その成長を維持する見込みとなっており

していき、それに備えたいと考えています。特に社会問

の本体はプラス0.55％、薬価・材料費はマイナス1.45

自費分野も弊社の得意領域でしたが、近年では介護事業

ます。特に2017年から本格スタートした新築の建売分

題にもなっている「空き家問題」を解決するような、築

％、介護報酬はプラス0.54％となりましたが、個別項

者向けの保険外サービスとして、
「高齢者施設紹介」
「自

譲分野へのコンサルティングは、初年度でありながら50

古の家を再生、利用するリノベーション分野のコンサル

目を見ていくと、国が推進する改革の方向性は明らか

費リハビリ」等の展開も多数ご支援しています。

社を超える研究会会員及び顧問先との契約をスタートし

ティングを伸ばしたいと考えております。

です。

ました。今後は、当部門の大きな柱になると見込んでお

ルティングの依頼が増加し、売上前年対比116％となり

準備型放課後等デイサービス、就労移行サービスも展開

ました。

していきます。

事 業 分 野

2019年に予定される消費増税をにらんだ駆け込み需

トップメッセージ・戦略

住宅・不動産分野

「地域医療構想」と「地域包括ケア」をキーワードに、

ります。

これに対応する業態づくりとして、病院では「地域包括
ケア＋専門性」
、クリニックでは「在宅医療」
、介護では

産である「アパート建売分譲ビジネスモデル」のコンサ

「施設＋訪問看護」等の業態づくりを推進していきます。

ルティングを新設しましたが、初年度から1億円のコン

また、障がい福祉分野は競合するコンサルがほとんど

サルティングフィーを獲得することに成功しました。今

見られないこともあって、近時、多数のご依頼をいただ

後も市場の拡大に合わせ、当部門でも2020年までに5億

くようになり、案件数がこの2年間で倍増しました。本

グ ル ー プ 会 社

また、不動産の個人投資の高まりに応じて、収益不動

船井総合研究所 執行役員
第一経営支援本部 本部長

船井総合研究所 取締役執行役員
第二経営支援本部 本部長

杉浦

出口

昇

Noboru Sugiura

ガ バ ナ ン ス ・ 会 社 概 要

ズ バリソリューション

恭平

Kyohei Deguchi

ズ バリソリューション

立ち上げ1年目で、売上20億円突破

「アパート建売分譲モデル」
対象業種

不動産業

「働きたい」思いに寄り添う

「就労準備型放課後等デイサービス」
対象業種

障がい福祉事業者、介護事業者

不動産の個人投資の高まりに合わせ、新築アパート建売分譲ビジネスを展開

この数年間、福祉部門では、小学生向けの運動特化型放課後等デイサービス

させることで、初年度から30棟を販売、売上22億円を実現した事例も登場した

の普及に注力し、全国で60を超える施設の展開を支援してきました。その中で

モデルです。これまで業界常識であった属人的販売から「分業化×仕組み」に

保護者の「我が子が将来働けるように育ってほしい」という強い思いに応えら

シフト。特に訪問販売から、WEB・IT集客・営業ランクアップへ、人脈・経験

れるよう、2018年度からは就労準備型施設の普及に尽力してまいります。

仕入れから、分業・仕組み仕入れへ変えたことが功を奏しています。
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※数値は当社業種分類に基づいた年間コンサルティング契約（1月〜12月）の売上実績です。
集計範囲をコンサルティング契約（月次支援・プロジェクト）のみとし、会費収入やセミナー参加料収入、その他は含めておりません。

31

経営コンサルティング事業

ぱちんこ店、遊技機メーカー、広告代理店

弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士

2017年のぱちんこ店売上は、
「20円スロット」が増加、
「4円
ぱちんこ」が減少、
「1円ぱちんこ」が減少、全体でも減少とい
Point

売上高の推移

889

・相続税改正による士業の相続マーケットの拡大

1,037
+17％

1,190

（百万円）

+15％

売上高の推移

960

う状況でした。当部門では、ぱちんこ店を5店舗から15店舗程

2016

2017

デル開発と人材育成、日々のマーチャンダイジングにおけるビ
ッグデータ活用を強化しております。2017年はこのビジネスモ
デルを投入したことで増収増益した店舗が続出しました。今後

べく、ビジネスモデル研究会の立上げを推進します。業

業規制法の施行」など、国民生活や中小企業経営にとっ

種別経営研究会からビジネスモデル別経営研究会への進

て影響の大きい法制度改革が進められていきます。この

化の中で、ノウハウや各種経営データのデジタル化を進

ような法制度の大きな変更は士業界にとってのビジネス

め、ビジネスモデル研究会でそれらを共有、進化させる

チャンスです。複雑化する法制度の中で士業は、今後ま

ことでより精度の高いビジネスモデル提案ができる環境

すます社会から必要な存在とされることが予想されま

を構築します。

817

-16％

+2％

2015

2016

2017

さらに「20円スロット」に特化した経営研究会の展開に本格的

ズ バリソリューション

増収増益店舗の90％以上が実施

「20円スロット地域一番化モデル」
ぱちんこ店

対象業種

に着手してまいります。

事 業 分 野

「相続税課税対象の拡大」
、
「事業承継税制の改善」
、
「残

805

イン顧客としております。このゾーンの法人が全国チェーン・
円スロット」です。当部門では「20円スロット」のビジネスモ

2015

（百万円）

度まで運営し、年商規模で県内トップ30に入るような法人をメ
地方チェーンにも勝てる商品カテゴリーが成長市場である「20

・「働き方改革」に伴う各種労働法制改正による
企業法務マーケットの拡大
・クラウド化・AI等の先進テクノロジー活用による
生産性向上ニーズの拡大

トップメッセージ・戦略

アミューズメント分野

士業分野

4円ぱちんこは全国チェーン・地方チェーンの寡占化
が進みましたが、利益が確保できるため売場面積を減ら
してまで、他のモデルに舵を切ることはありません。そ
船井総合研究所
ライン統括本部

岡

す。そのような環境下で当部門ではこれまで同様に研究

執行役員
統括部長

聡

売場面積を増やすことで、20円スロットの売上・利益
で地域一番店化を実現します。

Satoshi Oka

会組織の成長を推進します。2017年末には当部門が主

れを逆手にとって、中小法人に対し、成長市場の20円
スロットに絞り込んだビジネスモデルの構築を提案し、

宰する研究会全体で1,100会員となりました。主力の4業
種(法 律、 会 計、 司 法 書 士、 社 労 士)で は 各 業 種 と も
200~300会員を有し、業界内でも一定の影響力を持て
建築士といった業界に関しても各研究会で100人研究会
となるべく取り組みを進めています。また2018年は業

自動車販売（新車・中古車）、自動車整備、自動車鈑金塗装、ガソリンスタンド、カー用品、レンタカー

種分類に留まらず、各ビジネスモデルへの深堀を強化す

2017年の国内新車販売台数、国内中古車販売台数は微増に

船井総合研究所
第五経営支援本部

村上

留まりました。また、車検整備は登録台数の減少に伴い、昨秋
士業支援部

部長

勝彦

Katsuhiko Ｍurakami

売上高の推移

591

から微減傾向にあります。アフターサービスも競争が激しくな
るなかで、当部門では伸びている販売ビジネスモデルの展開、

2015

門店会』をはじめとし、今後もビジネスモデルに特化した経営
もWEB販促からの比率が年々上昇しております。2018年は当

創業者から高単価報酬を獲得する

「高付加価値型」創業支援モデル
会計事務所

部門内にWEB販促部門を立ち上げ、各ビジネスモデルの集客を
強化いたします。さらには今後伸びていくことが予測されるレ
ンタカー市場・シェアリングビジネス市場へも着手してまいり
ます。

とは差別化された存在として認識され、多くの新規顧問先獲得に繋がるソリ
ューションです。今後はFinTech企業との連携を図り、更なるソリューション
精度と生産性向上を実現します。

32

+13％

2016

2017

ズ バリソリューション

軽自動車の新車リース販売に専門特化

「軽月々払い専門店モデル」
対象業種

自動車整備業 、自動車販売店業

メンテナンスをセットし、さらには自動車保険も任意
付帯させる、新車の個人向けリース専門店です。従来の

創業期の会社設立手続きに留まらず、金融機関からの創業資金融資に関して
もサポートします。事業計画作りからアドバイスに加わる事で単なる手続き屋

（百万円）

ガ バ ナ ン ス ・ 会 社 概 要

研究会を推進してまいります。また、各ビジネスモデルの集客

ズ バリソリューション

664
+12％

748

既存顧客をいかに維持していくかという施策に注力しておりま
す。当部門の柱である約500の会員組織は、
『軽新車月々払い専

対象業種

グ ル ー プ 会 社

自動車関連分野

るまでになりました。主力業種以外では土地家屋調査士、

「車の選び方」の常識を覆す、買い方提案の手法で、年
船井総合研究所
第四経営支援部

渡邊

功一

Koichi Watanabe

間で600台超の新規リースを獲得する企業も複数社現れ
オート支援部

部長

ております。参入企業数は、会員だけでも200社を超え、
業界の新たな需要掘り起こしの火付け役として、躍進が
見込まれます。
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●注目分野

金融・財務分野

物流、環境エネルギー、メーカー、IT・WEB、人材ビジネス
物流業界ではドライバー不足が切迫した課題であり、トラッ
クドライバー採用・定着化コンサルティングのニーズが爆発的
に伸びております。環境・エネルギー業界では化石燃料からの

信用金庫業界
売上高の推移

（百万円）

1,830

エネルギーシフトという時代背景があり、太陽光&蓄電池販売

1,973

2,222

+8％

2015

注目されている中、それらの技術を持つ中小メーカーの営業コ

連ビジネスのコンサルティングが有力なテーマとなりつつあり

さまざまな取り組みが始まっているものの、商圏や地域特性に

て人材採用難の業界に絞った介護業界特化人材ビジネスや製造
業界特化人材ビジネスのコンサルティングを順調に伸ばしてお
ります。

2016

のエリアでは同レベルで展開されにくい状況にあります。
「狭域

2017

での事業承継マッチング」
「財務改善を入口にした短期継続融資」
「地域を巻き込んだリバースモーゲージ」
「保証に依存しないフ

ズ バリソリューション

リーローン」等、各地で芽生えた成功事例を高確度で再現でき

不景気でも伸びる高粗利事業

るようモデル化、標準化をするベストプラクティスこそ、業界

「介護特化人材ビジネス」
地域中小の人材派遣・人材紹介会社

対象業種

の生き残りに求められている要素であると捉えております。

ズ バリソリューション

短期運転資金強化で成長に投資できるB/S計画を

「長短借入見直しによる即時資金繰り改善」
対象業種

財務体質を強化したい一般企業全般

フォームに情報を入力するだけで直感的に銀行取引
における格付と資金調達の余地がイメージできる財務
分析を実施し、短期運転資金も含めた借入や、個人保
証の見直しを軸に財務改善を試みます。業種のプロコ
ンサルタントによる事業性評価の観点を取り入れられ
ることも当社の特徴の一つです。
事 業 分 野

ます。人材ビジネス業界では介護・製造業界といった取り分け

フィンテックによる現場業務への影響が表面化する一年と予測

影響されやすいビジネスモデルだけに、数少ない成功事例は他

推移しています。製造業界ではFA・ロボット・IoT関連技術が

受けているIT・WEB業界では、SNSとサイバーセキュリティ関

金融業界において、
2018年はマイナス金利による減益圧力や、
されます。金融庁のリーダーシップもあり、信用金庫業界でも

+13％

コンサルティングと省エネビジネスコンサルティングが堅調に

ンサルティングが急増しております。デジタルシフトの潮流を

トップメッセージ・戦略

BtoB分野

介護職有効求人倍率は全国平均3.4倍と右肩上がりで、
採用困難職種の代表格といえます。この普遍的で社会性
のあるマーケットの解決ソリューションとして、地域中

船井総合研究所 執行役員
第三経営支援本部 本部長

菊池

功

小の人材派遣会社に対して「介護業界特化型人材ビジネ

船井総合研究所 取締役執行役員
第五経営支援本部 本部長

ス」への新規参入を提案しております。新規参入でも年
間粗利5,000万円を突破する等、成功事例も多数出てき

真貝

ております。

Isao Kikuchi

外食・フード分野
に750件を上回るという外食産業にとって厳しい年になりまし
た。要因としては①食材原価の高騰、②人手不足による求人費

保育園、幼稚園、小中高等学校、大学、短期大学、専門学校、学習塾、各種スクール
売上高の推移

1,070

1,122
+5％

（百万円）

1,034
-8％

少子高齢化、人口減少トレンドの中で、政府は「一億総活
躍」
・
「人づくり革命」などを看板政策として推進しており、女
性活躍や子どもに対する投資は増え、保育・教育業界を取り巻

や時給アップなどコスト上昇、③人手不足による売り逃しなど

く環境の変化は避けられません。そのような背景のもと、保育

が挙げられます。2大変動コストである「食材原価」
「人件費」

分野では認可保育所や学童保育の新規開設、認定こども園移行

の上昇を吸収するための「収益性アップ」が急務の経営課題に

2015

なっています。また、事業の存続において必須となる人材確保
善(休日増、労働時間短縮等)への投資が迫られており、当部門
でも事業の収益性向上を最重要事項としております。

2016

2017

ズ バリソリューション

2大変動コスト大幅削減高収益モデル

「鶏焼き酒場ビジネス」
対象業種

居酒屋

に加えて、2018年以降は2017年にシェアを拡大させた企業主
導型保育と保育士の「働き方改革」のための人材開発コンサル
ティングをさらに強化いたします。また、教育分野においては、
2020年からスタートする教育改革に向けて、教育機関へプログ
ラミング教育や英語教育、キャリア教育などの導入コンサルテ
ィングを強化することで、
「経営を通した日本の未来を担う人材

ズ バリソリューション

園児・保護者との長期的付き合いによる
ロイヤリティ及び収益アップ

「教育付学童保育モデル」
対象業種

幼稚園／こども園／保育園

現在、保育園だけではなく、小学生を預かる学童保育
も不足しており、放課後の居場所作りも重要な社会問題

ガ バ ナ ン ス ・ 会 社 概 要

の観点からも人材の定着力・獲得力を高めるための労働環境改

グ ル ー プ 会 社

保育・教育分野

外食、フードデリバリー、給食、食品メーカー、食品小売
2017年の飲食業倒産件数は前年対比の約2割増で、3年振り

大介

Daisuke Shingai

です。幼稚園やこども園の遊休スペースや職員を効率的
に活用することで、保護者の負担を減らし、かつ質の高
い教育を提供し、さらには職員のキャリアアップにも繋
げ、人材の定着にも貢献するモデルです。

づくり」を支援いたします。

倒産件数が急増している居酒屋などの「酒場・ビヤ
ホール」市場では、大手チェーンでも苦戦が続いており、
収益性が大幅にアップできる業態への転換が急務になっ
船井総合研究所
第四経営支援本部

二杉

明宏

Akihiro Nisugi

34

ています。このビジネスモデルは鶏肉を主力食材としな
フード支援部

副部長

がらも省人化された運営形態がとれるのが特徴です。高
収益化を実現できるビジネスモデルとして会員企業各社
への導入を進めております。

船井総合研究所
第二経営支援本部

大嶽

保育・教育支援部

部長

広展

Hironobu Otake
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中堅大手対応、高収益経営推進、生産性改善、IT推進、地方創生

HRDコンサルティング
人材採用、人事評価・給与制度、人材育成・定着、組織力向上

Point

Point

・船井総研・研究会会員の上位層企業が加盟する
「高収益経営研究会」会員数100社突破

・人事評価コンサルティングの続伸

・「組織力診断」単年度で1,200社超は日本一

・組織力向上コンサルティングの拡大

・ダイレクトリクルーティングの伸長

・中堅企業向け生産性向上コンサルティングの需要拡大

なソリューション提供とコンサルティングを実施してい

の地域貢献支援やエリア自体を活性化させるための地方

日本総採用難、生産性向上、働き方改革など、中小企

に組織を再編することで、①コンサルティング品質と成

業経営においても「人と組織の課題」がクローズアップ

長スピードを上げること、②ソリューション開発をより

く部署です。主な対象先は、業種別コンサルティング部

これらのポストビジネスモデル支援を担っているの

されています。 このような時代背景と強い人材マネジメ

強化し、開発スピードと全社展開・連携を更に高める体

門で成長し、また、地域・カテゴリー一番を達成した企

が、経営改革事業本部です。我々は、企業価値を向上さ

ントニーズのもと、業種別に特化した新卒採用・育成コ

制を構築しています。引続き人材開発&組織開発コンサ

業様や、さらに株式公開を果たしているような中堅・大

れるための次のステージに向けた企業成長を事業側面か

ンサルティングをはじめ、求人情報専門の検索エンジン

ルティングを通して、日本を代表し、世界を魅了するグ

手クラスの企業様となります。

らサポートするため、より専門性の高いエキスパートメ

『indeed』を活用したダイレクトリクルーティング型中

船井総研が考える企業価値向上とは、売上のみなら

創生専門部隊もいます。

ンバーで構成されています。

愛されるような永続企業像であり、船井総研でいうとこ

用した組織力向上コンサルティングを展開してきました。

ろのグレートカンパニー化やIPOをひとつのモデルとし

また個人と組織の持続的成長を後押しするクラウド型シ

ています。そのためには、他社に負けないビジネスモデ

ステム『Advance』を活用した人事評価コンサルティン

ル支援にとどまることなく、企業全体のデザインやそれ

グも昨秋よりリリースし、先手の人材採用で「人の開発

にともなう事業戦略立案、M&A戦略をはじめ、企業の更

と事業展開」をリードし、成長志向の人事評価・人材育

なる高収益化支援、生産性向上支援、安価で役に立つIT

成で「人の成長と仕組み化」を一気通貫で推進しており

ソリューションの提供支援などがあります。また、企業

ます。 本年度より当部門は本部化し、業種別から機能別

グ ル ー プ 会 社

を従業員視点から計測する『組織力診断』と、それを活

船井総合研究所 執行役員
経営改革事業本部 本部長

船井総合研究所 執行役員
HRDコンサルティング事業本部

菅原

小池

祥公

Yoshihito Sugahara

本部長

彰誉

Akiyo Koike

ガ バ ナ ン ス ・ 会 社 概 要

ズ バリソリューション

自社の実態と状況が５つの観点でわかる

「経営品質診断」
対象業種

全業種

2017年リリースしたマネジメントの状態を数値化する「組織力診断」の申込

36

レートカンパニーを創出・支援していきます。

途・アルバイト採用コンサルティング、良い会社づくり

ず、従業員やお客様、さらには取引先や地域の方々にも

ズ バリソリューション

事 業 分 野

当部門は、企業の価値向上を達成するためにさまざま

トップメッセージ・戦略

経営改革・改善コンサルティング

個人と組織の持続的成長を実現

クラウド型人事評価「Advance」
対象業種

全業種

クラウド型人事評価「Advance」は、単に社員を査定・管理するものではな

数は、1年で1,200社を突破しました。これに加え、顧客満足度観点、財務観点、

く、業種別業績アップノウハウをベースに、業績向上に導く「社員成長の仕組

ビジネスモデル観点、社会性観点の５指標を全て数値化、データ化し、自社の

み化」を推進する成長実行ツールとして、また良い会社を創り出す「働きがい

状況を一目でわかるようにするのが、
「経営品質診断」です。また、この診断で

のある環境」を整備する企業価値向上ツールとして、企業経営を強力にバック

グレートカンパニー化に向けた施策も明確化できます。

アップします。
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M&Aコンサルティング
M&A、事業承継、IPO

Point

・M&A市場の更なる拡大
・規模・ニーズの多様化
・Ｍ＆Ａ事業会社の増加

ここ数年で「M&A」という手法の認知が一気に広まっ

てきております。市場の拡大、ニーズの多様化に伴い、

たことで、企業規模の大小を問わず、さまざまな目的で

M&Aを行う事業会社も増加し、
「業種特化型のM&A事

M&Aが用いられるようになりました。これまで中堅企業

業会社」
「M&Aの自動マッチングサイト」や個人コンサ

が対象であったものが中小零細企業まで広がると同時

ルタントでもM&Aをされる方が登場するなど、プレイ

に、
「金余り」
「企業経営の難易度が上がっている」とい

ヤーも多様化しております。その中で船井総研グループ

う側面から「企業価値」が高く見積もられるようになり、

の強みである「業種特化型コンサルティングと連携した

結果「売却ニーズ」が高まり、M&Aを加速させる要因と

M&Aの実務」にこだわり続けてまいります。

なっております。
また、これまでM&Aが多く派生していた業種・業界
である「調剤薬局」
「製造業」などでは、
「人手不足を補う」
という目的のM&Aが主流でしたが、この2、3年は買い
手側として「新規事業参入のための事業買収」
「既存事
業の供給安定化・コスト削減のための事業買収」
、売り
手側としては「事業の選択と集中のための事業売却」
「負
債を圧縮するための事業売却」など、ニーズが多様化し

船井総合研究所
経営改革事業本部

宇都宮

M&Aコンサルティング事業室

部長

勉

Tsutomu Utsunomiya

ズ バリソリューション

船井総研だからできる

「業種特化型コンサルティング連携」M&Aの実務
対象業種

全業種

あらゆる業種・業界に対して最適なスキーム・最適なバリューでの売買のサ
ポートをさせていただきます。
「パチンコ関連企業」
「物流（運送）業」
「葬儀業」
「製造業」を当期の主軸とし、その他にも「住宅・不動産」
「医療・クリニック・
介護」
「保育・教育」
「飲食・食品」
「自動車」
「流通・サービス業」もご対応さ
せて頂いております。
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