
ともに、次の50年へ
船井総研グループは2020年3月に創業50周年を迎えました。
これもひとえに皆様方の温かいご支援ご厚情の賜物と心より感謝申し上げます。

TOP MESSAGE トップメッセージ

　2020年2月以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、
当社グループは、グループ全社横断の新型コロナウイルス対策本部
を設置し、お客様やお取引先様を含む社内外への感染被害抑止と
当社グループに勤務する従業員の安全確保を最優先とした対応を
講じてまいりました。

　目まぐるしく変わる環境において、「withコロナ時代をどう生き
抜いていくか」は、多くの企業にとっての大きな課題であるとともに、
一方機会でもあります。

　当社グループでは、ご支援先の財務対策や労務対策はもとより、
急速に進む「デジタル化」対応のニーズに応えるべく、このコロナ禍
においても、オンラインセミナーやリモートコンサルティング等も
活用しながら、コンサルティングサービスを提供しております。

　変化の潮目が速い時代だからこそ、私たちは経営者に一層寄り添って、
ご支援先の収益性確保と持続的成長をサポートしてまいります。

　当社グループは2020年3月6日に創業50周年を迎えました。
次の50年も、ご期待に応えられる総合経営コンサルティンググループ
を目指して邁進し続けます。

株式会社船井総研ホールディングス
代表取締役社長 グループCEO　

高嶋　栄　
Sakae Takashima

2020年以降も、中小・中堅企業に信頼される
「総合経営コンサルティンググループ」を目指し
実現に向けて、取り組んでまいります。

2020－2022年度 中期経営計画で
船井総研グループが目指す姿

「経営者コンサルティング」領域で、
経営者とともに成長を目指す

2020-2022年度 中期経営計画で、船井総研
グループが中堅企業にシフト・拡大する背景について

　船井総研グループのコンサルティングは「戦略提案で終わ
らない」ことから、当社のコンサルタントは、「経営者コンサル
ティング」という表現をよく用います。なぜなら、中小企業の
戦略は経営者に内在するものであり、経営者そのものが進化
しないと戦略も生きてきません。その意味も込めて、「経営者
コンサルティング」領域における「実行支援」という領域で、
当社は経営コンサルティングを行っております。 

　まず1つの理由は、グループ企業である、船井上海、船井総研
ロジ、HR Force、船井総研ITソリューションズ、新和コン
ピュータサービスは、まだ規模は小さいものの、中堅企業向けに
事業を展開している現実がございます。中核会社の船井総合
研究 所が中堅企業向けにサービスを深掘りすることで、
グループとしての連携、チームコンサルティングの質の向上を
図ってまいります。
　2つ目は、中堅企業へ領域を拡大することで、お客様である
ご支援先の規模・成長に応じたコンサルティングを拡充させ
るためです。例えば、年商100億円企業の10%成長はプラス
10億円、年商10億円企業の10%成長はプラス1億円です。売上
を10億円上げるのと1億円上げるのとでは、コンサルティングの
中身も変わってきます。成長規模に応じたご提案とご支援が
行えるよう、2020年は船井総合研究所内に新設組織「アカ
ウントパートナー室」を設けて、これまで行ってきた中小企業
向けから、中堅企業向けコンサルティングへのチャレンジを
本格化してまいります。

「国内中小・中堅企業」に専門特化した
総合経営コンサルティング

　一方で、業界内の競争は激しいものです。大手コンサルティ
ング会社、特に外資系コンサルティング会社は、戦略提案型
の領域を得意としております。同様に大手企業をターゲットと
する領域も競争が激しいため、当社のポジショニングとしては、
外資系や戦略系コンサルティング会社とは一線を画す領域、
すなわち「国内中小・中堅企業」に専門特化した総合経営
コンサルティングにおいて独自の進化を遂げていきたいと
考えております。

船井総研グループ 3つのコンサルティング領域
当社が対応するコンサルティングニーズとそのポジショニングについて

中小企業向け総合経営コンサルティング
クライアント先の現場に密着した成長実行支援、人材開発支援、価値向上支援

中小企業向けDXコンサルティング
クライアントの業種・テーマに即した、DX（デジタルトランスフォーメーション）支援

中堅企業向け総合経営コンサルティング
クライアントの規模・成長に応じたテーラーメイド型コンサルティング

1

2

3
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事業戦略
ＤＸコンサルティングと
中堅企業向けコンサルティングへの挑戦

中核企業である船井総合研究所を中心に
「中小企業向けDXコンサルティング」を加速させ、
さらにグループ企業とのアライアンス力を高めながら、

「中堅企業向け総合経営コンサルティング」にチャレンジしてまいります。

2020－2022年度 中期経営計画で
船井総研グループが目指す姿

　グループ会社の中で圧倒的な収 益力を誇る中核会社 
船井総合研究所の中小企業向け実行支援。当社は創業来、
この領域のコンサルティングの質を高め、収益性を担保する
ことを行ってまいりました。中小企業向け総合経営コンサル
ティング―具体的には、お客様である取引先企業の「成長
実行」支援、「人材開発」支援、「価値向上」支援－この3つを
さらに深耕してまいります。

● 既存事業深耕（住宅・不動産、医療・介護、士業のシェアNo.1）

● 新規主力部門・新テーマの拡大（建設、人材サービス、エネルギー、
ものづくり分野等）

● M&A、事業承継支援の強化

中小企業向け
総合経営コンサルティング
中小企業×実行支援

成長実行支援 人材開発支援 価値向上支援

1

私たちが
注力する
領域とは

　中小企業の生産性を上げるための中小企業向けDXコン
サルティングを昨年から始動させ、今年度より船井総合研究
所内にデジタルイノベーションラボという新組織を設立いた
しました。これからの3年で本格化させ、当該事業を拡大
してまいります。

● 中小企業の生産性向上を「デジタルシフト」の視点から支援
● 業種別に成果につながるデジタルソリューションの提案・

導入支援
● デジタルイノベーションラボ、AI・IoTラボの設置による

DXコンサルティングの推進

中小企業向け
DXコンサルティング
中小企業×DX支援

2

　「中堅 企 業 」向け総合経営コンサルティングという、
一段階上へのターゲティングにチャレンジしてまいります。
具体的には、IPO支援・リブランディング支援・ホールディン
グス化支援を中心としたご提案を、中堅企業に即した体制
を組みながら（アカウントパートナー室の新設）推進するこ
とで、事業の成長を加速してまいります。

● 既存事業を深堀し、第二の事業の柱となる新規事業開発
を支援（IPO支援、リブランディング支援、ホールディングス化支援）

● 中堅企業のニーズに対応したテーマ型研究会の拡充
● アカウントパートナー室の設置による中堅企業に対する

チームコンサルティング体制の確立

中堅企業向け
総合経営コンサルティング
中堅企業×実行支援＆DX支援

IPO支援・
リブランディング支援・
ホールディングス化支援

アカウントパートナー室新規事業開発支援

デジタル化支援 デジタルイノベーションラボ

3

当社が対応するコンサルティングニーズとそのポジショニングについて
　下表は、当社のクライアント先を縦軸におき、横軸にはコンサルティング
ニーズとそれに対応する当社のコンサルティング領域をおきました。縦軸

の企業区分は単純化したものであり、横軸も、細かく分類せずに、当社の
特徴に合わせて便宜上大きく3つのコンサルティング領域に分けております。 

■ コンサルティングニーズとポジショニング

※経営コンサルティング事業…（株）船井総合研究所・船井（上海）商務信息咨詢有限公司・（株）船井総研コーポレートリレーションズ
※ロジスティクス事業…船井総研ロジ（株）　※ダイレクトリクルーティング事業…（株）HR Force
※その他事業…（株）船井総研ITソリューションズ・（株）プロシード・新和コンピュータサービス（株）

実行支援（業種別・テーマ別）

大 企 業

中堅企業

中小企業

DX支援

IT系コンサル 外資系コンサル

戦略系
シンクタンク系

コンサル

戦略提案

中小企業向け 総合経営コンサルティング 中小企業向け DXコンサルティング
今後も独自の空白マーケットに選択・集中

中堅企業向け 総合経営コンサルティング3

1 2
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船井総研グループの持続的成長に向けた取り組み

新入社員 中途入社社員 中堅 幹部

階層別

キャリア別

その他

2022年グループ社員 
1,600名体制へ

人員拡大に適応した 
「早期育成プログラム」の再構築

● コンサルタント人財の積極採用継続

新入社員研修

DX人財研修

入社時研修 幹部研修新任リーダー研修

フォロー研修

デジタルコンサルタントミーティング

eラーニングコンプライアンス研修

フォロー研修 新任マネージャー
研修

先輩社員研修 システム研修
昇格プログラム

部署別研修

デジタル
マーケティング講座

● プロフェッショナル人財の採用拡大
バックオフィスでガバナンス＆生産性向上を支える有資格者、
DX知見者などプロフェッショナル人財の採用を拡大していき
ます。また、船井上海を中心とした外国人採用など、多様性・
個々の強みを発揮できる組織づくりを進めます。

● 階層別・キャリア別各種研修を実施（船井総合研究所）
［早期育成にも注力］
※船井総合研究所リーダー昇格所要年数 2019年実績 3年8ヶ月

2020年より新たに、コース別・全12日のＤＸ人財研修が
スタート。実務で使えるスキルとプログラミングの原理を学習し、
各コンサルティング分野で即、活かせる知識を習得します。

積極
採用

早期
育成

コンサルタント採用推移
グループ全体で年間200名
～250名のコンサルタントの
継続採用を予定しています。

船井総研インターンシップ
社長直轄プロジェクトの1weekインターンシップ
ではコンサルティング戦略の作成からプレゼンま
でコンサルタントがつきっきりでサポート。2019
年は1day､1week合計500名以上が参加。

■ 新卒　■ キャリア

2020年～2019年2018年2017年

91

29
120

123

51

174

152

38
190

200~
250名

2020－2022年度 中期経営計画で
船井総研グループが目指す姿

積極
採用

タレント 
活躍

早期
育成

※当社は2020年3月6日に創業50周年を迎えました

創業50周年を機に未来に向け、新たなコアバリューをグループ全社員で創発

1 コンサルタント人財の積極採用継続（年間200名～250名採用）
2 DX人財の採用枠の拡大
3 外国人採用を加速（特に中国上海）
4 プロフェッショナル人財（バックオフィスでガバナンス＆生産性向上を支える有資格者）の採用強化

2022年グループ社員1,600名体制（約400名増加）へ採用

1 「タレントディベロップメントセンター（TDC）」を新設
DX人財の早期育成、及びコンサルタントの生涯価値（ELTV）最大化を目指す

2 チームリーダーへの早期育成（5年以内目標）継続
2019年実績：3年8ヶ月

人員拡大に適応した「早期育成プログラム」の再構築育成

1 4つのキャリアコースからなる「新人事評価制度」の導入・定着
2 動く「時間」や「場所」の自由度を高め、効率的に仕事ができるフレキシブルな環境へ

移動レスにより遠隔地でも効率的なコンサルティングを可能にする「リモート支援」の拡充

多様な人財が活躍する環境の整備活躍

人財戦略  グループ共通の新たなコアバリューをベースに、多様な人財がその長所を存分に発揮できる環境を
デザインし、採用・育成・活躍の好循環により、グループの持続的成長を実現してまいります。

コンサルタントとしての成 長
が評価される新制度。プロが
早期に育ち、長期的に活躍し
続ける環境を創造することを
目的にしています。新規事業立ち
上げなど、自身でコースを選択
することが可能です。

多様な人財が活躍する環境の整備

リモート支援
社 内 電 話ブースからの
リモート支援の様子。いつ
でも、どこからでも、リアル
タイムで顧客対応が可能
です。

リモートワーク
働く場 所 を限 定しない
リモートワーク、働く時間
の自由度を高めるフレック
スタイムなど、フレキシブル
な働き方による生産性アッ
プに取り組んでいます。

オンライン研修
自宅など社外からの研修
参加も可能。参加地に関係
なく、遠方のメンバーとも
グループワークができ、
コミュニケーションが深
まります。

TV会議
TV会 議システムを利 用
した社内ミーティングの
様子。出張による移動時間
が削減でき、生産性アップ
にもつながります。

フリースペース
集中して仕事を進めたい
ときや、簡単なミーティン
グの場として活用。カフェ
スペースも併設されており、
リラックスしたい社員も
集います。

● フレキシブルに働ける環境づくり

● キャリアパスを一緒にデザインしていく体制づくり
・目標管理面談
・各種1on1（各層・各年次にあわせた1on1。個々の活躍

サポートと組織活性のための情報交換の場）
・自己申告制度

タレント 
活躍

マネジメント
コース

コンサルティング
ディベロップメント

コース

ビジネス
ディベロップメント

コース

コーポレート
プロフェッショナル

コース

● 4つのキャリアコースからなる「新人事評価制度」
　の導入・定着（船井総合研究所）

資本政策 グループの持続的成長と株主価値向上、適正な株主還元を追求してまいります。

0%

5%

10%

15%

20%

目標10%を大幅に達成

目標
15%以上

2019年2018年
前中期経営計画

2020年～2022年2017年2016年2015年

4.3% 4.4%
5.5%

14.0% 13.8%
15.9%

17.4%
16.4%

中期経営計画

連結ROEおよび資本コストの推移

ROE
資本コスト

7.7%
6.8%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2020年～2022年2019年2018年2017年
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

配当総額と総還元性向

前中期経営計画 中期経営計画

目標
60%以上

1,500

999

2,0031,7711,520

配当総額（百万円）
自己株式取得（百万円）
総還元性向（％）

47.3%

78.1%

90.6%

前中期経営
計画目標値

業績を勘案した利益配当及び市場環境や資本効率を考慮した
機動的な自社株式取得を方針とし、総還元性向６０％以上を
目標とすると共に、グループの持続的成長と中長期的な株主

価値向上の為に、資本効率を意識した事業投資を追求し、
連結ROE１５％以上を目標としてまいります。
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顧客基盤

顧客企業従業員

中小・中堅企業経営者

持
続

可

能な社会の実現

事業化プロセス

社会的課題を解決するビジネスモデルの創造プロセス

社
会

へ
の

価
値

提
供プロセス

経営資本
（インプット）

人的資本
従業員　1,209 名
（2019 年 12 月末）

財務資本
自己資本比率 79.4%
（2019 年 12 月期）

社会・関係資本
顧客企業数 6,000 社超

（2019 年 12 月末）

知的資本

 （2019 年実績）

業種・テーマ別
研究会数 178 研究会

業種・テーマ別
セミナー開催数 884 件／年

市場ニーズ
業界動向
技術革新

…

社会的課題の探索
情報収集

課題解決策の
提案

課題解決策の
実行

課題解決の
検証 課題解決策の

研究開発

課題解決策の
探求・情報分析1

省エネルギー・
再生可能エネ

ルギー分野に関する
コンサルティングを
通じた環境への貢献

地 方 創 生 コ
ン サ ル テ ィ

ングによる地域社
会発展への貢献（地
域活性化、地産地消、
少子化対応等）

中小・中堅企業
への実行支援コ

ンサルティングを通
じた経済発展に貢献

住宅、自動車、飲
食等環境を配慮
し た コ ン サ ル
ティング提案、助
言、サポート

医療、士業、保育・
教育等社会性を考
慮 し た コ ン サ ル
ティング提案、助
言、サポート

多 様 性 あ る
人 財 の 活 躍

の機会の提供（ダイ
バーシティ・イン
クルージョン）

2

3

4

5

事業戦略

FUNAI SOKEN
Consulting Group

創業者精神
船井総研 HD
グループ理念

持続可能な社会の実現

当社は「人・企業・社会の未来を創る」のグループ理念のもと、ESGの重要性を認識し、
今後SDGs※（持続可能な開発目標）の具体化や取組を一層強化していきます。
※ SDGs（Sustainable Development Goals）

Environment（環境） Social（社会） Governance（企業統治）

人・企業・社会がより豊かになることを目指して

提
案
営
業

セミナー主催／年

884 件
     （2019 年実績）

会員数

約 7,300名
     （2019 年実績）

顧
客
基
盤

安定した財務基盤 コーポレートガバナンス 多様な人財リソース ビジネスノウハウ 信頼のブランド

経営基盤

創業者精神　グループ理念

10 年間で

64社

表彰

グレートカンパニーアワード 【CSR 活動】
当社は「社会性」「教育性」「収益性」「成長性」「環境性」を兼ね揃えた独自固有
の長所を有する持続的成長企業を「グレートカンパニー」と定義しています。
多くの企業にとって優良モデルとなる“よい会社”を発掘し、世の中に広める
ことで社会の健全な発展に貢献します。

コ
ア
事
業

情
報
発
信

・経営者プラットフォーム
  （社長Online）
・業種別 経営者メディア

中堅企業向け総合経営コンサルティング
【中堅企業 × 実行支援 ＆ DX支援】3

個別コンサルティングサービス 
【顧問契約型実行支援】

中小企業向け DXコンサルティング
【中小企業 × DX支援】 デジタル化支援2
中小企業向け総合経営コンサルティング

【中小企業 × 実行支援】1
成長実行支援 人材開発支援 価値向上支援

経営研究会でビジネスモデルへの理解を深めていただき、
個別コンサルティングサービスへ誘導します。

経営研究会 【業種・テーマ別会員制度】

経営セミナー【ソリューション提案型経営者向けセミナー】
課題解決型ビジネスモデルを提案。経営研究会及び個別コンサル
ティングサービスへ誘導します。

コンテンツサービス【経営者のための会員制情報サービス】
最新の経営情報を発信し、潜在顧客に対し当社のサービスを広報。

中小・中堅企業に対する
総合経営コンサルティンググループ
安定・継続的に提供する
ストック型サービスモデル

■経営コンサルティング事業 :（株）船井総合研究所・船井 ( 上海 ) 商務信息咨詢有限公司
　                                      （株）船井総研コーポレートリレーションズ
■ロジスティクス事業 : 船井総研ロジ（株）
■ダイレクトリクルーティング事業 :（株）HR Force
■その他事業 :（株）船井総研 IT ソリューションズ・（株）プロシード・新和コンピュータサービス（株）

顧客企業数

6,000社超

コンサルタント数

700名超

船井総研グループの

価値創造プロセス
当社は中小・中堅企業向け総合経営コンサルティング事業を通じて、社会の課題を解決し、
ESGの重要性を認識した事業戦略の展開を、より一層、推進してまいります。

「人・企業・社会がより豊かになる」未来を目指します。

1413

ガバナンス・会社概要事業分野 グループ会社トップメッセージ・戦略


