
1 2019年度に発足したICT支援部を中心に開始したDX
支援を、2020年にはさらに発展させ、「デジタルイノベー
ションラボ」「AI・IoTラボ」の2部門を設置しました。デジタル
マーケティングやリモート化コンサルティング、中小企業向け
CRM･RPA活用支援、AI・ロボティクス活用支援といった
取扱い分野が順調に拡大しており、さらには中堅企業向けの
DX支援も開始しました。背景としては、かねてから中小・
中堅企業における生産性向上の必要性が叫ばれていたことに
加え、日本のみならず世界経済を停滞させている「新型コロナ
ウイルス」による自粛経済への対応が後押しし、急速にDXへの
ニーズが高まっていることが挙げられます。

2 高まるニーズの中、デジタルを専門的に取り扱う前述の新設
2部門と連携しつつ、既存の業種別コンサルティング部門に
おいても、「業種別DXソリューション」「業種別DX研究会」が
スタートします。中小・中堅企業を取り巻くDX導入の環境は、
導入後の活用サポート（オンボーディング）が十分とは言えず、世間
でポピュラーとされているデジタルソリューションにおいても、
中小・中堅企業がそれらを使いこなし、スムーズに生産性向上に
つなげることは容易ではないと言えましょう。言い換えると、
業種・業界を超えて適用できるデジタルソリューションは限られ
ているのが現況であり、業態別にカスタマイズされたDX導入を、
業種別のビジネスモデル理解に長けたコンサルタントが支援・
リードさせていただくことで、クライアント先での生産性向上を
よりスムーズに実現することが可能になると考えております。

1 2020年3月より月次支援、研究会、セミナーといった当
社コンサルティングサービスを順次リモート環境で提供を始
めております。4月に「コロナ対策」と銘打って開催したオ
ンライン経営セミナーシリーズは延べ2,000名を超える参
加があり、来社型ではご縁がなかった企業との契 約が 始
まる 等、新 たな 効 果 を実 感しています。月次 支援や研
究会についても、リモート環境で約8割は対応できること
が把握できました。この経験値は、クライアントへの「リ
モート化」コンサルティングにも繋がっており、今後の常時
接続型コンサルティング、データ活用型コンサルティング
の展望も開けてきました。

2 新たな中小企業経営者向け情報配信サービス「社長
Onl ine」をリリースしました。こちらはスマートフォン、
タブレットといった端末にアプリを導入するだけで、クライ
アントの社長に必要な経済ニュース、経営知識、業界情報
をカスタマイズして入手できる会員制サービスで、国内
最大級の経済メディアであるNews Picks社に協力いた
だき、提供しております。このような顧客プラットフォームを
はじめ、ズバリソリューションと関 係した集 客プラット
フォームや、会員企業の従業員をeラーニング形式で教育
するオンラインアカデミー等、コンサルティング業務以外の
デジタルサービスも提供を始めています。

当社コンサルティングサービス
のデジタル化を一層加速します2中小・中堅企業の

ＤＸ支援を開始しました1

経営コンサルティング事業責任者メッセージ

新たに発表した中期経営計画で掲げる「DX支援」領域を
「事業戦略」「人財戦略」の観点で注力し、コロナ以降の中小・
中堅企業経営の最優先課題として提案してまいります。
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組織・人財戦略上
のDX推進

（当社の生産性向上）

事業戦略上の
DX推進

デジタル人財
採用・登用の
積極化

会員向け
リモートコミュニ
ケーション（ビジネス
チャット・動画配信・
eラーニング）

業種業界別 
経営者メディア

（カテゴリサイトの進化）

顧客プラット
フォーム

（社長Online等）

リモートコン
サルティングの
推進（セミナー・
研究会・月次支援）

業種業界別　
デジタルソ
リューション
化・プロダクト
＆DB開発

集客プラット
フォーム

データ駆動型
コンサルティングの
増加（AI・BI活用）

スコアリング
DB開発（財務・HR・
ビジネスモデル）

中堅企業向け
DXコンサル
ティング

デジタル人財
育成カリキュラム

会議・研修・
朝礼等の
デジタル化
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船井総合研究所におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の実践
組織・人財戦略上、事業戦略上での注力ポイント

　今年度より新たに設置した「タレントデベロップメント
センター」により、採用・教育・コミュニケーションといった
コンサルタント人財の開発においてもデジタル化を加速
させています。採用活動では新卒、キャリアともデジタル人財の
比率が11%※と高まっており、既存の在籍コンサルタントの
ITリテラシーを高度化する支えとなりつつあります。
　また、コンサルタント教育プログラムである「幹部研修」

「新入社員研修」をはじめ、すべての会議プログラムをリモート
化したうえ、新入社員向けには「デジタル人財育成プログラ
ム」、若手コンサルタント向けには「デジタルコンサルタン
トミーティング」と題して、最低限のスキル養成から現場で通
用する最新デジタル化成功事例の共有の頻度を増やしてい
ます。
　今後、組織のエンゲージメント向上や、キャリア開発に
おいても、適切なデジタルソリューションを活用することで、
800名以上のコンサルタントがデジタル化する環境を整備
していきます。
※ 当社独自のデジタル人財と定義した水準以上のスキルを有する社員比率

　既に何度かに分けて公式サイトで発表をしていますが、
業種業界別のコロナ対策のレポートの発信を強化しており
ます。既にコンサルティングの主要テーマにもなりつつある
ため、このレポートでは概論ではなく、具体論を記載する
ようにしています。
　中小・中堅企業にとってBCPを設計する上で、業種業界別
のビジネスモデル変革は欠かせない要素です。地域の人口
動態の変化も含め、産業構造の変遷をリードできるような
ビジネスモデル変革のご提案を目下1、2年は徹底的に発信
していきたい考えです。

人財開発のデジタル化に
着手します

コロナ以降の「出口戦略」
発信を強化します3 4

　以上、DX支援においても、当社の「実行支援」重視型コン
サルティングおよび自社での取り組みを事例化する「ショー
ルーム」経営をベースに、間違いなく成果の出るコンサル
ティングスタイルで、2020年代の中小・中堅企業経営を
サポートしてまいります。
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経営研究会数と会員数の推移

主な経営研究会分野
● 住宅・不動産・リフォーム
● 医療・ヘルスケア
● 介護・福祉
● 士業
● モビリティ
● 専門サービス
● 人材ビジネス
● 外食・フード
● ものづくり・エネルギー
● アミューズメント
● 教育・保育・スクール
● 人材開発
● デジタルイノベーション
● 高収益化
● 金融・財務

経営研究会
業種・業界の同志が集う経営研究会

　船井総研グループのビジネスモデルのひとつとして「経営
研究会」の展開が挙げられます。会員同士の業界・テーマ別の
情報交換を活発に行うなど、現在178の経営研究会が主宰
され、合計7,379名に入会いただいています（※2019年実績）。
同じ業種の経営者が相互に成功事例を出し合い、それによる
業績アップの情報のプラットフォーム化が進み、同時に｢仲間」

（好敵手）をつくっていただける場にもつながっています。
　新規会員数と既存会員定着率の更なる向上を目指し、2020
年度よりカスタマーサクセス室を新設。経営研究会のサービス
レベルの向上を通じ、会員企業の成功に更に寄与する経営
研究会を目指してまいります。

経営者の成功を支える経営研究会のラインナップ
経営者研究会 ビジネスモデル研究会 経営フォーラム

各業界・業種を本業とする経営者・CEOを
主な対象とした、本業の業績アップのため
の経営研究会。

ズバリソリューション等のビジネスモデル
に携わる経営者・経営幹部を主な対象とした、
事業開発・事業成長のための経営研究会。

経営者・各分野の経営幹部、CxOを主な
対象とした、ヒト・カネ・情報等の主要経営
資源・テーマに関する経営研究会。

経営研究会は、経営者にとって業績アップに必要な生の情報を提供するため、
多様なコンテンツを充実させ、常に業種・テーマ別の最新情報が入手できる環境を提供しています。

それぞれの経営研究会が独自の内容で成長の場を提供

特色 全国の経営者と
切磋琢磨できる1

参加者の
取り組み事例がわかる

特色

2
コンサルタントから
最新情報を得られる

特色

3

経営研究会の3つの特色と実施内容 

経営研究会全国大会（経営戦略セミナー）
　経営研究会全国大会（経営戦略セミナー）は、全経営研究会
の会員企業が年一度、一堂に会する大型イベントとなります。
3日間の会期中に延べ5,568名（2019年実績）の経営者が
参加される、当社グループが最も注力しているセミナーです。
　「より良い未来に向けた経営戦略」「経営トップとしての
経営観の醸成」「師と友づくり」の場として、企業経営の将来
のあり方を伝える場としています。当社コンサルタントのみ
ならず、時代に即した外部の経営者や業種・業界に精通する
講師による講演を実施しています。また、本イベントでは
講座形式の講演にとどまらず、当社グループのCSR活動の
ひとつである、「グレートカンパニーアワード」の開催や、地域
の優良企業と取引をしているパートナー企業と参加者との
マッチングの場とする「ビジネスパートナーフェア」も同時に
開催しています。全国の経営者に有効にご活用していただく
イベントとして今後もさらなる発展を遂げていきます。

グレートカンパニーアワードの様子

ビジネスパートナーフェアの様子

実施内容

定期例会
定期例会は、経営研究会会員が定期的に集う例会です。会場での集合形式、Webセミナー形式などニーズに
即した形態で開催。当社グループのコンサルタントやモデル企業の経営者による特別講座、会員同士の事例
共有のためのワークショップなどを実施。定期例会を通じて、会員企業の日々の経営環境の改善に貢献します。

モデル企業視察（クリニック）
モデルとなる企業を直接訪問する企業視察を実施しています。業界テーマの最新事例を机上ではなく、
実際の現場を視察することで、貴重な情報を収集する機会として経営研究会会員企業に活用いただいて
います。また、経営者だけではなく、幹部の育成にも最適です。

研究会総会
1年間を通じて得てきたことを年末に振り返る場として、経営研究会ごとに総会を開催しています。それと
同時に、今後の時流を踏まえた上で、業界内で成長していくために翌年に取り組むべき施策について
コンサルタントから提言をさせていただいています。総会では、講演のみならず、表彰式や懇親会も行います。

研究会データベース
定期例会をはじめとする経営研究会のコンテンツをいつでも確認することが可能なデータベースです。例会
内容や他社の成功事例に常時接続可能なプラットフォームとすることで、会員企業の情報活用向上に
寄与します。

社長Online 最新の成功事例や業界内外の情報をデジタル配信する会員制情報サービスです。経営者向けに業績
アップのきっかけになる気づきが得られる情報をお届けします。

※新型コロナウイルスの感染拡大を受け、予定しておりました2020年8月の経営戦略 
　セミナーに関しましては、開催を中止することとなりました。
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■ 月次支援の一例

■ 経営研究会と月次支援のもたらす相乗効果

中小・中堅企業の経営者にとって欠かせない、最高峰の経営情報
をお届けいたします。更に、同業や同テーマに取り組む経営層との
交流も推進。経営者が、自社で取り組むべき課題を明確にしていた
だくことが可能となります。

経営研究会のインプットを通じて明確になった企業ごとの課題を
個別にサポートいたします。各分野・テーマに精通したエキス
パートが最新のノウハウを通じて定期サポートを行うことで、
高精度なPDCA推進が可能となります。

経営研究会：情報インプットと課題の明確化

月次支援：顧客企業への実行支援

市場・自社・競合の視点から、
クライアントの事業環境を
把握し、業績を向上させる
ための改善仮説を抽出し、
実行支援します。

業績アップ
コンサルティング

企業の成長を支える人材
採用や、人材の定着を支える
人事評価・給与制度を専任
コンサルタントがサポート
します。

人材開発
コンサルティング

企 業 が 安 定 的 に成 長し、
企業価値の向上に欠かせない

「財務」分野を専任コンサル
タントがサポートします。

財務
コンサルティング

昨今重要度が高いデジタル
マーケティングや、生産性向上
に欠かせないICT推進など、
成果にコミットしたデジタル
シフトをサポートします。

DX
コンサルティング

2020年代の成長エンジン
として、第二本業となる新規
事 業の開 発・構 築 支 援を
専任コンサルタントが実行
支援いたします。

第二本業支援
コンサルティング

月次支援
クライアントと船井総研のコンサルティングチームが定期的に接点を持ち、
企業全体の経営環境を改善するためのコンサルティングサービス

　月次支援は、経営者が目指すビジョンや達成したいミッ
ションを確実に実現いただくための顧問契約型のコンサル
ティングサービスです。経営研究会等で経営者にインプット
いただいた情報を確実に実践いただけるように、戦略策定
から運用までを一貫して対応。現在の企業ごとの課題や企業
規模に応じて最適なサポートを実践するため、各分野のコンサ
ルタントがチーム体制で経営者をサポートいたします。また、
デジタルツールを活用したリモートコンサルティングの推進、
人材開発・金融財務・デジタル等の重点テーマ変革など、中小・
中堅企業の経営環境向上を積極的に推進。短期的な業績アップ
にとどまらず、確実に成果につなげるためのコンサルティング
サービスを提供してまいります。

　月次支援で学びを実践しPDCAを推進しつつ、経営研究会
に向けた棚卸とアウトプットを行います。経営研究会と月次
支援が両輪となった補完関係をもち、業績アップ実現に貢献
します。

今 後 の取り組 みMonthly Support
月次支援

5,678
companies※

（※）2019年実績

WorkShops &
Seminars
経営研究会

経営セミナー

Projects
プロジェクト

■ 今後の注力事項：チームコンサルティングの更なる推進

■ プロジェクトの一例

緻密な調査に基づき、お客様の課題に即した
戦略をオーダーメイドで策定します。

戦略策定
強固なネットワークと各業種の実情を踏まえた
最良のスキーム策定を行います。

M&A・事業承継

最良のメンバーによるプロジェクトチームが、
成功確率の高い旬の新規事業を提案します。

第二本業（新規事業）

業界毎の豊富な成功事例をもとに、お客様の
上場実現に向けた包括的なサポートを行います。

IPO支援

企業のホールディングス化に向け、会社の歴史、
経営者の想いを体系化する実行支援を行います。

ホールディングス化
持続的成長のため、既存のブランドを時代や顧客
に合わせてリニューアルするサポートをいたします。

リブランディング

プロジェクト
戦略から戦術までクライアントが実行可能なソリューションを
業界×テーマでシナリオ設計

　各業界とテーマに精通したコンサルタントが、部署を横断
したプロジェクトチームを組み、クライアントに対し最適な
ソリューションを提供します。戦略策定だけでなく、運用実行
支援まで一貫した提案を行えることが当社グループの大きな
特長です。会社の明暗を左右する重要な判断や、経営陣と

従業員の間にあるギャップなどの問題に対して今後の方向性を
提示し、会社全体の一体化を目指します。依頼していただいた
問題に対して、徹底した調査を実施し、クライアントが実行
可能なシナリオに導くことを信条としています。

　船井総研の月次支援は、クライアント企業の成長に合わせ、
最適な人員をその都度選定、仕組みの構築から運用支援
までを一貫で対応できる点が特長です。クライアントの成長に
伴い変化する課題に柔軟に対応するため、複数のコンサル
タントが密に連携を取って最短で企業成長に寄与する体制を
整えてまいります。

　更に、2020年度よりアカウントパートナー室を新設。
経営研究会の会員企業やクライアント企業に向けた個別
対応と、チームコンサルティングの更なる推進を目指してまい
ります。

経営者コンサル

社内連携

情報共有経営者 アカウント
パートナー室

人材開発
コンサルティング

業績アップ
コンサルティング

オーダーメイド
提案

企業価値向上
コンサルティング

財務
コンサルティング

デジタル
コンサルティング

部門長 部門長

役員 役員

● 船井総研の推進するチームコンサルティング
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　業界の慣習にとらわれず、時流に適応させたビジネスモデル
のことを、船井総合研究所では「ズバリソリューション」と名づ
けております。特定の業種（またはその周辺業種）に導入する
ことで短期間で飛躍的に業績を向上させる「旬のビジネス
モデル」ともいえます。まるで時流という波に乗るかのごとく、
旬のタイミングで導入することで効率的に成長するさまを、
船井総合研究所では「的確に物事を言い当てる、核心を突く」

という意味を持つ「ズバリ」という言葉で、いつしか表現する
ようになりました。例えば、住宅・不動産分野で多くの導入
実績があるズバリソリューションは超ローコスト住宅ビジネス。
家を買いたい客層の中でも「アパートの家賃並みの支払いで
買いたい」客層をターゲットに、住宅会社としては生産性の
高まる商品を、お客様からも喜ばれる価格で提供可能として
います。

768万円～の新築ローコスト住宅
超ローコスト住宅ビジネス

年間100件以上の媒介取得
不動産売却専門店ビジネス

2年で年間80棟
コンパクト分譲ビジネス

客単価500万円以上
中古仲介＋リフォームビジネス

収益性・社会性・教育性向上を実現
運動器リハビリ強化型 
整形外科ソリューション

人口減・超高齢化の時代でも支持される

栄養・嚥下対応型・
訪問歯科ソリューション

小児と歯科医院経営の未来を拓く
予防矯正ソリューション

生涯残存歯向上に貢献する
予防歯科の運用術
か強診対応型予防歯科
ソリューション

2025年問題に対応 予算10万円で入れる
サービス付高齢者住宅
ソリューション

入居率を95%以上に
会員制賃貸ビジネスモデル

1拠店2.7億円を目指す
塗装専門店ビジネス

人が育つ・高生産性&高収益
水廻りリフォーム専門店
ビジネス

患者に新しい健康体験を創出
ミドルプライスセラミック
ソリューション

交通事故の悩みにワンストップで対応
交通事故強化型整骨院
ソリューション

キュアからケアへ
根本改善型・
自費治療院ソリューション

女性活躍・無資格者採用を実現
痩身ダイエット専門店ビジネス

業務効率化して生産性アップ
高効率賃貸管理ソリューション

従来の賃貸管理業から脱却
資産管理ビジネス

障がい者住宅で3億円受注モデル
障がい者グループホームビジネス

新築市場で唯一の成長分野
平屋専門店ビジネス

各業界の最新ビジネスモデル

住宅・不動産・建設

ヘルスケア

　ほとんどの業種で成長が鈍化する中でも、よく見ると
「この商品だけは」「この価格帯だけは」というように
局地的に伸びているものが存在することに船井総合研
究所は着目しました。そこで、わざわざ別の業種に参入
するのではなく、すでに展開している業種や周辺業種
の中でも、確実に伸ばせる新業態に集中的にエネル
ギーを投下することで、高い成長率や収益性の向上を

もたらすことができると考えたのです。「ズバリソリュー
ション」は、机上の空論になりがちな「あるべき論」では
なく、「具体的に何をすればいいのか」が明確で、高度な
専門知識の習得もいらず、ただ実行するだけで業績を
伸ばせるといった非常にシンプルで効果を得やすい
ソリューションです。すでにこれらを導入し、業績を伸ば
したクライアントが数多くあります。

ズバリソリューションの強み

ズバリソリューション
短期間で業績を高める旬なビジネスモデル

中高生特化型 就労に繋がる支援を実施
就労準備型放課後等
デイサービス

他事業所との差別化
運動特化型放課後等
デイサービス

女性社員が活躍できる企業を実現
企業主導型保育
ソリューション

行列のできる営利20%単店1億円
観光地単品スイーツ専門店

企業の労務問題の根本的な解決
企業法務労務顧問
ソリューション

起業家のワンストップ育成
創業支援ソリューション

生前対策から相談できる
民事信託案件獲得
ソリューション

地域に必要とされる社労士事務所になる
障害年金一番化ソリューション

月 1々万円で新車に乗れる
サブスクモデル
新車リース専門店

予算50万円のお客様に
軽39.8万円専門店

10万人商圏で年商1億円を実現
高単価弁当宅配ビジネス

セルフ飲み放題で人手不足対応と高い
集客力を実現
焼肉酒場ビジネス

士業

モビリティ フード

地域包括ケア 保育・教育 地方創生

各テーマの最新ソリューション 

設計者への提案営業で大手企業の
新規開拓を実現
VA・VE提案受託型製造業
ソリューション

下請体質から元請体質へ完全転換

省エネソリューションビジネス
成長市場で勝てる会社の集客・
営業ノウハウ
蓄電池販売地域一番化
ソリューション

小さな町工場の自動化・ロボット化・
AI化を実現
多品種少量の町工場ロボット化・
AI化ソリューション

アミューズメント ライフイベント
ストック型会員データ活用モデル
ぱちんこ会員3倍化ストック型
ソリューション

スロット専任者抜擢スロット特化モデル
スロットバラエティ専門化
ソリューション

初期投資4,000万円、3年回収が
できる家族葬モデル
プレミアムコンパクト葬専門店

粗利率100％の人材紹介事業
医療介護領域特化型人材紹介
ビジネス

人材ビジネス

ものづくり・エネルギー AI・ロボット

ハイレベル新卒採用を実現
早期・通年新卒採用
ソリューション

業種KPIを反映、社員個人の成長と
組織の推進力強化
成長性評価制度

半年間で資金繰りを改善し、
強い財務体質を構築
キャッシュフロー改善ソリューション

業種に強い船井総研ならではの
業種特化型M＆A・
事業承継コンサルティング

粗利率35％で無競合で
物件受注できる
オフィスデザインソリューション

次代幹部と創出する次の事業の柱
新規事業立ち上げプログラム

（中堅・大手向け）

成熟産業でも
10年後の二桁成長を実現する
第二本業支援

自社業態をFC化、
3年で店舗数倍増
FC本部化支援ソリューション

経営者のビジョンを実現し、
組織の事業推進力を高める
組織力診断

デジタル化の現状と
強化すべき点を診断
デジタルシフト診断

営業利益率10％以上or
業界平均3倍の利益率を目指す
ビジネスモデル診断

業界の成長性や業界構造を把握
市場調査・
フィジビリティスタディ

人材開発

デジタルイノベーション

調査・診断

金融・財務・M&A

事業イノベーション
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　子供の悪い歯並びの原因はお口のクセにあり、骨格や
姿勢にも悪影響を及ぼします。お口のクセを根本から改善し、
子供の健やかな成長、歯並びを実現するのが予防矯正です。
従来の小児矯正は「歯並び悪化⇒治療」のフローでしたが、
予防矯正は「クセの改善⇒歯並び悪化予防」という予防先行
型の治療体系であり、多くの親御さんから支持されている
治療モデルです。

現代の子供の約6割に口呼吸などの悪いクセ
があり、歯列矯正だけでは健康が守れない。

「口腔機能管理加算」が子供にも適用。「お口の
悪いクセ」の治療に積極的な親が増加。

ズバリソリューションの具体例 1

50
導入事例

院以上

このソリューションを提供できる経営研究会

歯科医院経営研究会（Funai Dental Innovation）

歯科医院の業績アップを目的に、歯科医院経営の時流や専門情報、
即実践ツールの紹介、参加者同士の成功事例を共有する研究会です。
会員となっていただけるのは1診療圏から1医院のみ。予防矯正ソリュー
ションなど最新ビジネスモデルや事例紹介はもちろん、永続的な成功
企業となっていくための仕組みづくりといった情報をお届けします。

従来の矯正と予防矯正の比較
従来の
小児矯正 歯列

治療可能場所はほぼ歯列のみ ※後戻りの可能性もあり

骨格 顔立ち 健康

予防矯正 歯列

原因から治療するために副次的な効果が多く後戻りもしない

骨格 顔立ち 健康

小児と歯科医院経営の未来を拓く
予防矯正ソリューション

歯科医院対 象

業界内の機会

伸びるマーケット

● 治療方法（クセを治すマウスピースと呼吸 
などの運動）について医院全体で学ぶ

● 矯正主訴以外の小児患者も予防矯正に 
繋げることができる、動画撮影を中心とした
カウンセリング体系の導入

● 無資格でも予防矯正カウンセリングができる
スタッフの育成

成功のポイント

一般顧客・不動産オーナーの生前対策を実現する
民事信託案件獲得ソリューション

　士業事務所が民事信託の制度を活用して不動産オーナー
や一般家庭に生前対策を提供するソリューションです。
65歳以上の4人に1人が認知症に疾患するとされている
現代において、民事信託を活用した生前対策を提供する
ことはお客様への不安解消、将来の争続対策を提供できる
サービスだと考えます。従前の遺言や成年後見では包括しき
れないお客様の問題を解決できることで高単価報酬の獲得
が可能な提案型付加価値コンサルティング業務です。

民事信託制度の認知度の低さ。

65歳以上の高齢者、約3千万人の内4人に1人
が認知症高齢者。

ズバリソリューションの具体例 2

このソリューションを提供できる経営研究会

民事信託研究会

全国から集まる民事信託業務に取り組む士業事務所との情報交換、
業界に精通したコンサルタントによる最新事例解説、先進企業
視察等のプログラムで定期的に生きた経営・マーケット情報が
学べる会員組織です。

ターゲットとなる顧客層

遺言 家族信託任意後見 成年信託 相続手続き

母数

時間

司法書士・行政書士・税理士・弁護士対 象

業界内の機会

認知症対策対象者 認知症 死亡

伸びるマーケット

● 相続対策が必要なお客様を持つチャネルに
対して、育成・案件掘り起こしを行う 

● ホームページやセミナー・相談会を駆使した
一般顧客へのダイレクトマーケティング 

● お客様への徹底したニーズヒアリングと 
お客様目線の生前対策提案

成功のポイント

導入事例

40
社以上
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採用・人事、デジタルマーケティングに加え、DX支援、生産性向上、インバ
ウンド対応などのテーマも随時開催。

経営セミナー
中小・中堅企業の経営課題解決に直結する、現場主義・事例に基づく経営セミナー

船井総研創業50周年感謝セミナー
　2020年、船井総合研究所は創業50周年を迎えました。
これまで多くの経営者に寄り添い、経営者の皆様とともに
成長してまいりました。「ともに、次の50年へ」これまでの
感謝の気持ちと、次の50年も経営者の皆様とともに成長
したいという想いから、経営者の関心が高いテーマに特化
したセミナーを全国多数で開催してまいります。

企業を取り巻く社会問題の解決実現に向け、多角的な提案を
行っています。

■ 経営セミナーを通じて発信・解決を目指す経営課題例

　各分野・業種に特化した船井総研の専門コンサルタントが
現場に根差した知見を活かしつつ、総合力を発揮。地方や中小

社会課題 セミナー企画・提案する業種・分野

人手不足
● 地方創生分野：高収益スイーツ専門店参入セミナー
● 士業分野：入管法改正対応・イミグレーション分野参入セミナー
● 人材開発：宿泊業界 外国人採用革命セミナー　など

空き家問題 ● 住宅・不動産分野：空き家再生ビジネス新規立ち上げセミナー
● 地域包括ケア分野：シニア向け空き家活用ビジネス新規参入セミナー　など

働き方改革
● AI・IoT：部品加工業の為の自動化・ロボット化セミナー
● デジタルイノベーション：葬祭業 生産性向上セミナー
● 事業イノベーション：生産性向上×働き方改革フォーラム　など

経営セミナーからの受注体制　船井総研グループでは、経営者及び経営幹部層を中心に、
中小・中堅企業の直面する経営環境・経営課題の解決に直接
的に寄与するセミナーを数多く実施しております。各業種や
テーマに精通したコンサルタントが、現場主義・最新の事例
を交えながら、セミナータイトルに即した即効性の高い情報
をお伝えすることが特長です。年間884件（2019年実績）の
セミナーを開催し、新規顧客との接点を数多く設けることで、
より幅広い顧客層の獲得を目指しています。また、セミナー
開催後に経営研究会への誘導、月次支援やプロジェクト、
別の経営研究会にステップアップいただく受注体制を仕組み
化し、さらなる受注拡大に注力しています。

業種・テーマ別経営セミナー

各業界の時流や業績アップの手法提案

経営相談を実施 新規顧客の獲得の場

経営研究会への誘導

月次支援・プロジェクトの受注

コンテンツサービス
社長Online

　業 績アップを実現したい経営者のための会員制情 報
サービス。情報収集から整理までワンストップで完結できる
経営者のためのプラットフォームメディアです。船井総研オリ
ジナル記事やインターネット上で公開されているニュース・
コラムから、気になる情報をピックアップしてコメント・シェア
ができます。また、当社コンサルタントや会員の経営者がどの
ようなニュース・コラムに興味を持っているのか、その記事に
関するコメントもチェックいただけます。
※社長OnlineはNewsPicksが提供するサービスを元に、船井総合研究所

が運営しています。

［理念経営］ 「社長の想い」が会社を強くする

［採用対策］ 求人が集まらない…
募集しても求人が来ない理由

成長する企業のど真ん中には
「マーケティングファネル型Webサイト」がある！

［財務］ 「お金の色分け」でキャッシュが豊かに！
知っておきたい財務戦略

増大するサブスクリプションサービス 
成功のポイント

■ 社長Onlineのサービス特徴

● モデル企業の取材特集
● 成功事例のご紹介
● 船井総研コンサルタントのコラム
● 船井総研のセミナーダイジェスト
● 船井総研の研究会ダイジェスト
● 船井総研の社内取り組みのご紹介　等

様々なコンテンツをご提供いたします。

世の中の様々なニュースに船井総研のコンサルタントが独自
の視点でコメント。経営者目線のコメントを読むことによって、
ニュースを多角的により深く知ることができ、自社の経営に
活かせるようになります。当メディアの有料会員の経営者様も
コメントができ、双方向のコミュニケーションが可能です。

経営者向けの気づきを促す船井総研オリジナル記事 船井総研コンサルタントのコメント

READ PICK COMMENT

社長Onlineの
サービス詳細はコチラ

● 社長Onlineのオリジナル記事一例
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※数値は、当社業種分類に基づいた2017年1月～12月、2018年1月～12月、および2019年1月～12月の経営コンサルティング事業の売上実績です。
　集計範囲は、従来のコンサルティング契約（月次支援・プロジェクト）に、経営研究会会費、公開型セミナー収入を含めて集計しております。

　住宅会社・ビルダー・工務店を対象に平屋住宅の専門店を
提案するビジネスモデルです。シニア・建替え層向けの商品
展開を検討される企業や平屋を希望されるお客様をターゲット
とする企業を対象とした取り組みです。単なる安い平屋と
お客様に認識されないように差別化する「＋α」を付加する
ことで競合他社が取り組んでいない専門店業態を展開します。
非常に高い集客力・受注力を実現させつつ、新人営業マンでも
即戦力として活躍してもらえます。

新築市場で唯一の成長分野「平屋専門店ビジネス」

ズバリソリューション 住宅会社、ビルダー、工務店対 象 業 種

新築、リフォーム、不動産、賃貸、建設

住宅・不動産分野

船井総合研究所 執行役員 
第一経営支援本部 本部長 

杉浦 昇　Noboru Sugiura 

　当部門はこの5年間、毎年2桁成長を続け、2019年度は
売上41.9億円に着地しました。主軸である新築、リフォーム、
不動産、賃貸分野が率先して取り組んでいるビジネスモデル
開発という視点でみると、売上は119％アップ（売上36.9億
円）と、ビジネスモデル開発が成長性、収益性をリードして
いることが明白になります。
　毎年、時流をとらえたビジネスモデルを5モデル以上リリース
し続け、現在では累計で40を超えるビジネスモデルを揃えてい
ます。2019年にはインバウンド需要を狙った「民泊旅館投資
モデル」、「外国人賃貸モデル」、空き家の社会問題を解決する

「空き家再生モデル」等をリリースしました。
　そして2020年、満を持して建設分野に参入することになり
ました。先んじて2019年から進めている「福祉施設の建設
モデル」もスタート直後から好調です。さらに今後は、倉庫、

■ 5年連続、2桁成長達成で部門売上40億円超
■ 40を超えるビジネスモデルが継続して好調
■ 建設分野へ参入。将来の主力分野に

工場の建設等のビジネスモデルに注力し、建設分野を主力事業
の一つといえるほどまでに拡大していきたいと考えています。
2020年以降も、これまでの住宅・不動産市場に建設市場を
加え、加速度をつけて、さらなる成長を目指します。

Point
4,197

+12.2%

2019

3,740

20182017

3,180

売上高の推移 （百万円）

■ 少子高齢化と社会保障費増加を背景に、社会課題解
決型コンサルティングが拡大、2桁成長を継続

■ 予防のためのソリューション提案や、保険制度内での
提供が難しい保険外分野でのソリューションビジネス
を展開中

Point
2,802

+13.5%

2019

2,468

20182017

1,943

売上高の推移 （百万円）

医療・介護・福祉分野

　2025年に国民の医療費は54兆円に達するという試算が
出ているように、少子高齢化が進む日本の社会保障費の
財源はひっ迫する一方です。その大きな要因は高齢者の増加に
伴う、広義の意味での生活習慣病患者の増加です。ヘルスケア
部門では、これらの社会問題解決のためのコンサルティング
提案が成果を上げており、前年対比121%と堅調に推移して
います。具体的には各科目における生活習慣病「予防」のための
コンサルティング提案を軸としており、特に「予防矯正歯科

　予防矯正とは小児の約半数が持つといわれる口の癖を
改善することで、歯並びだけでなく顔貌や全身の健やかな
成長をサポートする小児自費診療です。すでに50院以上の
歯科医院で導入されました。「悪い歯並びは予防できる」という
コンセプトが多くの方の心を掴み、成約に繋げやすく、医院の

収益性も向上させます。また、歯科でいう無資格者(歯科医師、
歯科衛生士等の資格を保有していない方)でも治療に参加
できることから、従業員のやりがい向上にもつながる歯科医院
経営のズバリソリューションです。

ソリューション」「歯周病予防ソリューション」「大腸内視鏡
ソリューション」「セミパーソナルトレーニングソリューション」
が主軸となっています。2020年は「糖尿病予防のソリュー
ション」等を開始します。

小児と歯科医院経営の未来を拓く「予防矯正ソリューション」

ズバリソリューション 歯科医院対 象 業 種

医療・介護・福祉（ヘルスケア）分野

船井総合研究所 
ヘルスケア支援部 
マネージング・ディレクター 

砂川 大茂　Hiroshige Sunakawa

内科、皮膚科、整形外科、耳鼻科、眼科、歯科、治療院、動物病院、ヘアサロン、痩身、エステ

　脳梗塞を発症した直後は病院で集中的にリハビリを行い
ます。しかし、病院を退院した後で入院中と同程度のリハビリを
実施することは、保険制度内のサービスでは難しいのが実情
です。そこで、このような方々のために脳梗塞後のリハビリを

自費で行うのが脳梗塞リハビリ事業です。病院退院後にリハ
ビリ難民になっている方々を救うことができ、保険外の事業
で収益を作りたい介護事業所などからも注目されています。

病院退院後に行う「脳梗塞リハビリビジネス」

ズバリソリューション 介護事業所対 象 業 種

船井総合研究所 
地域包括ケア支援部 
マネージング・ディレクター 

北里 淳　Jun Kitazato

　社会保障費が増加する中、介護報酬の減算傾向が強まり、
新しい収益の柱を模索する動きが活発化しています。その
一つが中長期を見据えた大手法人の戦略再構築です。ICT・
IoT導入などを通じた業務効率化によって働き方改革と生産
性の向上を実現。同時に人手不足にあえぐ介護業界の中で
採用力や定着率の強化を図る流れが生まれています。二つ目は
保険内サービスでは支えきれない高齢者のニーズに対し、
保険外分野の活用で高齢者を支えつつ、新しい収益の柱を

構築する流れです。三つ目は推計で日本の人口の7.4%を
占める障がい者を支える事業が注目され、介護法人による
参入が相次いでいる流れです。これらの流れに沿ったコンサル
ティングを展開していきます。

医療・介護・福祉（地域包括ケア）分野
介護施設、在宅介護、障がい福祉施設
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船井総合研究所 
士業支援部 
マネージング・ディレクター 

小高 健詩　Kenji Odaka

　当部門では「相続信託」、「事業承継」、「イミグレ」、「働き方
改革」などの成長分野に人的投資を強め、士業横断のテーマ型
ソリューションの構築を推進していきます。1,200を超える
士業事務所の研究会ネットワークを最大限に活かすべく

「相続メディアポータルサイト」の運営を開始します。“相続
分野に強い事務所とのマッチングを通じてエンドユーザーに
有益な存在でありたい”というビジョンを体現するための施策
です。さらに、研究会ネットワークの情報網を活用し、適切な
業界再編の主導や雇用確保、高度な業務スキルの伝承を
実現する「士業事務所間での事業承継・M&A」の取り組みを
進めて、士業事務所経営のプラットフォームを構築していきます。

　士業事務所が民事信託の制度を活用して不動産オーナーや
一般家庭に生前対策を提供するソリューションです。65歳
以上の4人に1人が認知症に疾患すると言われている時代に、
認知症対策として民事信託を活用した生前対策を提供する

ことはお客様への不安解消、将来の争続対策を提供できる
サービスだと考えます。従前の遺言や成年後見では包括
しきれないお客様の問題を解決できることで高単価報酬の
獲得が可能な、提案型付加価値コンサルティング業務です。

高生産性のコンサル業務で生前対策から顧客を囲い込む「民事信託獲得ソリューション」

ズバリソリューション 司法書士、行政書士、税理士、弁護士等の士業事務所全般対 象 業 種

1,670

+0.7%

2019

1,658

20182017

1,512

売上高の推移 （百万円）

法律事務所、会計事務所、社労士事務所、司法書士事務所、土地家屋調査士、行政書士、設計事務所

士業分野

船井総合研究所 
モビリティ支援部　
マネージング・ディレクター 

渡邊 功一　Kouichi Watanabe

　2019年の国内新車販売台数は519万5,216台（日本
自動車販売協会連合会・全国軽自動車協会連合会発表資料）
と前年より1.5％減少しております。一方で、今後EVや自動運転
といった技術革新などが著しく進化することが予測されている
市場になります。市場環境が変化する中であっても、業績アップに
直結するビジネスモデル提案に注力しています。特に自動車
業界のサブスクリプションモデルともいえる月額定額のリース
ビジネスに取り組む企業が増えております。2020年は、既存の
ビジネスモデルに加え、市場成長が見込める法人リースや
レンタカーの取り組みを強化し、さらにはバス・タクシーなどの
交通事業においても注力していきます。

　新車購入には150～200万円程度かかりますが「月々1万円
の支払いで軽自動車に乗れて、価格も仕組みも明瞭」という
ことからお客様の支持を集めています。そのため、導入する
店舗では手堅く新規顧客を獲得できる事業として成果を出し

ています。新規参入のハードルも低く、新車展示5～10台程
度からでもスタートできます。在庫は借りることでも対応でき
るため、数百万円程度の投資で事足りる、低投資でも始め
ることができるモデルです。

月々1万円で新車に乗れるサブスクリプションモデル「新車リース専門店」

ズバリソリューション 新車販売、中古車販売、整備業対 象 業 種

売上高の推移 （百万円）

新車・中古車販売、整備、鈑金、リース、レンタカー、バス、タクシー

モビリティ分野

1,054

+1.2%

2019

1,042

20182017

943

船井総合研究所 
ライフイベント支援部 
マネージング・ディレクター 

光田 卓司　Takuji Mitsuda

　ライフエンディング産業は、日本の大半の市場が縮小の
一途をたどる中で、2040年に死亡人口数がピークを迎える
稀な成長マーケットといえます。ただし、ミクロの視点でみれば、
お葬式のコモディティ化に伴う単価下落といった課題も浮上
してきているため、そのような時代の流れに飲み込まれない
新しいビジネスモデルが求められています。ブライダル業界に
おいては成長市場である「婚活」「なし婚」に対するソリューシ
ョンを、和装・フォト業界においては「振袖レンタル」ソリュー
ションというように、成熟業界の中にも残されている成長
マーケットをソリューションとして展開し業界を活性化して
いきます。

　大手のような網羅的・包み込み型の葬儀式場ではなく、
「家族葬」に特化したモデルです。施設をハイイメージ化し、空間
価値を高めつつも価格帯は通常の家族葬と同一ライン、または

その下をくぐるようにモデルを設計することで競争力を高め
ます。施設、消費の設計からローコストオペレーション体制を
整え、同時に高い収益性を実現することが可能です。

初期投資4,000万円、3年で投資回収できる家族葬「プレミアムコンパクト葬専門店」

ズバリソリューション 葬儀、仏壇、墓石、異業種参入対 象 業 種

944

-5.6%

2019

1,001

20182017

860

売上高の推移 （百万円）

葬儀、仏壇、墓石、ブライダル、和装、フォト

専門サービス分野

船井総合研究所 
アミューズメント支援部 
マネージング・ディレクター 

成田 優紀　Yuki Narita

  当部門がメインで取り組んでいるぱちんこ業界では、業界
再編の流れからM＆Aが加速していることもあり、店舗売買
サポートの依頼が増加傾向にあります。ぱちんこ店を5店舗
から15店舗程度まで運営し、年商規模で県内トップ10に入る、
30・40代の若手経営者が指揮をとるような法人をメイン
顧客としております。中堅企業におけるぱちんこ事業の収益性を
向上させるために、スロット部門とCRMを強化するモデルを
導入し、高収益事業の確立を支援しています。そして、ぱちんこ
企業が成長曲線を描くように新規事業立ち上げのサポートも
開始しています。また、2020年は、エンターテイメントや
スポーツ業界に対するコンサルティングも視野に入れ展開する
準備を進めています。

　膨大な顧客データの分析を行い、顧客の属性別のマーケ
ティングを実行します。ぱちんこ・スロットともに、売場・販促・
接客にこれらの緻密な分析結果を反映させ、リピート率を

最大化し、大手企業には小回りが利かず、手の届かないところ
をつくようなビジネスモデルを展開しています。

ストック型・会員データ活用「ぱちんこ会員3倍化ストック型ソリューション」

ズバリソリューション ぱちんこ店対 象 業 種

717

+2.4%

2019

700

20182017

869
売上高の推移 （百万円）

アミューズメント施設、スポーツ関連事業、ぱちんこ店、娯楽施設、遊技機メーカー、広告代理店、プレイグラウンド施設

アミューズメント分野
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船井総合研究所
フード支援部 
マネージング・ディレクター 

二杉 明宏　Akihiro Nisugi

船井総合研究所 
保育・教育支援部 
マネージング・ディレクター

大嶽 広展　Hironobu Otake

　外食・フード分野は人手不足、最低賃金の上昇による人件費
アップ、働き方改革への対応など、ヒトに関する経営課題を
抱える企業が増えております。当部門ではこれらの経営課題を
解決するためのアプローチとして、省人化を進めながらも
営業・運営を維持することができ、かつ収益性の高いビジネス
モデルの提案を行っております。さらに、IT活用、ロボットや
機械・設備の導入も積極的に提案しており、外食・フードサー
ビス企業においてこれまでと異なる事業構造に変えていく
ことで、業界の生産性向上を進めていきます。また成長市場
である外国人観光客の外食ニーズを取り込むべく、飲食店の
インバウンド対策も積極的に提案しています。

　少子高齢化、人口減少トレンドの中で、政府は「一億総活躍
社会」・「人づくり革命」などを看板政策として打ち出しています。
教育や就業促進に対する投資は増え、保育・教育業界を取り
巻く環境の変化は避けられません。そのような状況下、保育
分野では女性の就業率の継続的な上昇により、保育所開設
ニーズと並行して人材不足による人材採用ニーズも高まって
います。教育分野においては、「2020年教育改革」によって、
グローバル対応やロボット・プログラミングなどの次世代型
教育の対応、高等教育においてはリカレント教育（社会人
の学び直し）や留学生増加への対応などが求められます。
各分野において時代の要請に合わせたコンサルティングを
展開していきます。

　焼肉と居酒屋、双方に求められる利用動機を取り込むことで
さまざまな立地で集客が成立するモデルです。集客しながらも、

　人材不足時代に女性社員の採用と定着を強化する方策として、
ポテンシャルワーカーである主婦にフォーカスし、そのお子様を
お預かりする企業主導型保育を開設。女性が活躍できる環境を

飲み放題をセルフで提供することによって省人化しても運営
できる、人手不足時代にマッチしたビジネスモデルです。

用意することで人材を確保できるうえ、従業員満足度も向上
します。さらに、事業としても内閣府の助成金を活用できるため、
収支上も安定した運営が見込めるモデルです。

セルフ飲み放題で人手不足対応と高い集客力を実現「焼肉酒場ビジネス」

保育園の開設で女性の採用・定着率を高める「企業主導型保育ソリューション」

ズバリソリューション

ズバリソリューション 保育、医療、介護、福祉ほか

飲食店 異業種参入対 象 業 種

対 象 業 種

1,382

-1.6%

2019

1,404

20182017

1,377
売上高の推移 （百万円）

607

+7.2%

2019

567

20182017

450

売上高の推移 （百万円）

焼肉、居酒屋、中華、和食、カフェ、ファストフード、レストランなど各種飲食店、宅配専門店、テイクアウト専門店

保育園、幼稚園、こども園、スクール、学習塾、大学、短期大学、専門学校

外食・フード分野

教育・保育・スクール分野

船井総合研究所 
人材ビジネス支援部 
マネージング・ディレクター 

山根 康平　Kohei Yamane

　人手不足のトレンドで、人材サービスのニーズは高まり
続けています。一方で市場は拡大傾向にあるものの新規参入
による競争の激化により、業績が伸び悩んでいる中小規模の
人材ビジネス会社が増えています。そのような背景の中で、
当部門はデジタルマーケティングを活用した人材サービス
会社の人材募集力の強化、有力人材マーケット（介護、医療等）
へのシフト、新規事業立上げの支援をしております。また、最
近では異業種からの人材サービス分野への新規参入のご相談
も多く寄せられるようになり、人材紹介ビジネスや求人メディ
アビジネスの新規立ち上げコンサルティングにおいても成果
が出ています。

　2018年度末に立ち上げた経営と採用がテーマの会員制
勉強会「採用ファースト経営フォーラム」は初年度で100会員
を突破、「人と組織」の課題解決ニーズは増大すると確信して
います。職種別に特化した採用コンサルティング（新卒採用、
Indeedを活用したダイレクトリクルーティング型中途・
アルバイト、専門職・資格者、外国人、シニア・主婦 採用）や
経営者視点と従業員視点の双方から組織の課題を把握する

「組織力診断」を活用した組織開発コンサルティング等を展開
しています。また業種特性や企業の成長ステージを織り込んだ
人事評価コンサルティングによって、人・組織づくりと業績

向上を連動させています。2020年からは「中小企業版働き方

改革」の需要増をにらんだコンサルティング商品を展開します。

　人材紹介とは「在庫なし・少人数でもできる・高粗利率」な
マッチングビジネスです。このビジネスモデルを「新規事業を
検討している」「自社の既存事業で医療介護業界との繋がり
がある」という企業に対して、導入支援をおこなっています。

　新卒採用マーケットの早期化に対応し、通年採用の体制
をつくることでハイレベルな新卒の採用を実現します。優秀な
新卒を自社に惹きつけるためのインターンシップ企画の
立 案や、社内メンバーによるリクルーター 活 動を通じて

業界を絞ることで新規事業であっても取り組みやすく、介護
分野の有効求人倍率は他分野と比較して高いという背景も
手伝って、新規法人開拓の難易度も低く、手堅く収益貢献
できる新規事業モデルです。

優秀層を惹きつけます。新卒採用活動をマーケティングとして
とらえ、採用活動における数値を可視化し、社内の仕組みに
落とし込みます。

紹介するだけ、粗利率100％「医療介護領域特化型人材紹介ビジネス」

ハイレベル新卒を採用する「早期・通年・デジタル新卒採用ソリューション」

ズバリソリューション

ズバリソリューション

全業種

全業種

対 象 業 種

対 象 業 種

928

+43.4%

2019

647

20182017

499

売上高の推移 （百万円）

人材派遣、人材紹介、求人メディア

採用、評価、育成、定着、組織力向上、働き方改革

人材ビジネス分野

HRDコンサルティング

船井総合研究所 
HRD支援部 
マネージング・ディレクター 

宮内 和也　Kazuya Miyauchi
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船井総合研究所 執行役員 
AI・IoTラボ長 

菊池 功　Isao Kikuchi

　AI・IoTラボは、2020年度の新設部署です。主要な顧客層
は製造業で、その中でも従業員100名以下の中小製造業を
ターゲットにしています。中小製造業にとって喫緊の経営
課題は人手不足、特に熟練者不足です。仮に景況が悪化し
採用容易な環境になっても、業界の熟練者の採用に限っては
中長期的にみても難易度が下がることはないでしょう。中小
製造業の熟練技術の継承問題はものづくりニッポンの永遠の
テーマといえます。当部門では、この経営課題を解決するために、
中小製造業向けに産業用ロボットやAI、IoT、VR、AR、MR等
の導入、及び、運用・活用のコンサルティングをしていきます。

　2019年の台風・大雨等による国内における農林水産関係の
被害額は4,500億円を超えるといわれています。年々被害が
大きくなる異常気象をもたらす原因の一つには、いわゆる

「地球温暖化」があげられますが、大手に限らず中小企業に
おいても「持続可能な経営」を目指す上で「脱炭素化」の動きは
避けられません。このことから再生可能エネルギー分野では
収益目的ではなく、温室効果ガス削減目的や災害に対する

「レジリエンス」を意識した蓄電池市場の受注も増えています。
それらを踏まえて2020年の新たな取り組みとして、再生可能

単なるシステムや設備の導入に留まらず、運用・活用まで含め
ることで顧客の業績向上に貢献します。

エネルギー100％の経営を目指す「RE100」化・「脱炭素」化
を実現するソリューションを開始します。

　住宅用太陽光発電の固定価格買取制度が終了し、発電
システムの販売単価も低下している今、新たな収益の柱として
期待されるのが家庭用蓄電池の販売です。加えて、昨今自然
災害による停電被害も多く発生し、いざという時の備えとしての

需要も増えています。多くの会社が「蓄電池は消費者にメリット
を訴求しにくく売りにくい」と考えている今、他社に先駆けて
営業体制を確立し、積極的なセールスを行うことでシェアを
拡大し、地域一番店を目指します。

蓄電池販売地域一番化ソリューション

ズバリソリューション 太陽光発電設備の販売店、住宅リフォーム業、電気工事業対 象 業 種

　従業員100名以下の多品種少量の製造業では、人材不足と
採用難が続き、特に現場の熟練者不足が進行しています。
多品種少量生産でも、ワーク（製品）と工程を絞り込んで
ロボット化やAI化を進めることが可能です。熟練を要する工程、
人手が掛かる工程、属人的な工程ほど効果的であり、補助金も

活用できます。ロボット化・AI化をすることで、経験の浅い
未熟練者をより早く育成・教育できて、かつ、熟練技術者は
別の付加価値の高い業務に着手することができます。その
結果、高い生産性向上が可能となります。

多品種少量の町工場ロボット化・AI化ソリューション

ズバリソリューション 従業員100名以下の製造業（特に受託加工業）対 象 業 種

製造業向けの産業用ロボット、AI、IoT、VR、AR、MR

環境、エネルギー

AI・ロボット分野

ものづくり・エネルギー分野

船井総合研究所
ものづくり・エネルギー支援部 
マネージング・ディレクター 

袖山 亮　Ryo Sodeyama

　デジタル化を進める上での大きな課題は、全体最適視点
でのデジタル化の設計図を用意していないことです。課題解決
のためには、デジタル化の設計図である「DXジャーニー」を
作成する必要があります。DXジャーニーとは、業務プロセス
に沿って、導入すべきデジタルツールと追うべきKPIを整理
したものです。DXジャーニーが作成できると、どの業務プロセス
にどのようなデジタルツールを導入すべきなのか、取り組む
べき優先順位がわかり、無理なくスムーズにDX（デジタル
トランスフォーメーション）化を推進することができます。

デジタル化の設計図を作る「DXジャーニー作成コンサルティング」

ズバリソリューション 従業員100名以上の企業対 象 業 種

デジタルマーケティング、デジタルプロダクト、DXコンサルティング

デジタルイノベーション分野

船井総合研究所 
デジタルイノベーションラボ 
マネージング・ディレクター 

斉藤 芳宜　Yoshinori Saito

　2020年からの10年は「デジタルファースト経営」の時代と
なり、デジタル戦略を経営の中心に据えるという考え方が求め
られるようになります。その体制構築の手順として、まず社内の
デジタル化を推進し、完全ペーパーレス、データ連携を図り、
データドリブン経営の下地を作ります。そこから事業のデジタル
化、DX（デジタルトランスフォーメーション）を本格的に進め、
オンライン前提のビジネスモデルを作り上げます。最後は蓄積
されたビッグデータによるAI（人工知能）活用を進め、経営の
高度化を図ります。とりわけ中堅・中小企業のデジタル化は、
業績アップに直結することから手掛ける必要があります。具体的
には、MA（マーケティングオートメーション）を活用したデジタル
マーケティングによる集客・売上アップ、RPAやAIを活用した
ダイナミックプライシングによる単価アップの取り組みです。

■ 2020年からの10年は「デジタルファースト経営」
の時代

■ 業績アップに直結するデジタル化から取り組む
■ 重要視する経営指標は「人時生産性」

　また、2020年以降、経営指標として重要視すべきは「人時
生産性」です。人時生産性とは1人あたり・時間あたりの生産性

（粗利÷総労働時間で算出）です。今後は「いかに少ない労働
時間で売上や粗利を上げられるか」が求められます。当部門では
業績アップに直結する、人時生産性向上に資するデジタル化を
進めていきます。

Point
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船井総合研究所 
金融・M&A支援部 
マネージング・ディレクター 

竹内 実門　Mikado Takeuchi

　事業を発展させ、持続可能な経営を目指すためには、成長
実行戦略と適切な財務戦略が必要となります。財務戦略に
おいて重要な鍵となるのは、企業の真の実力をステーク
ホルダーに正しく伝えること、そして事業の発展において

「必要な時に、必要なだけ、適切な条件」で資金調達を行う
ことが求められます。2020年の年初に「金融検査マニュアル」が
廃止され、金融機関は独自の考え方に基づく融資を行うように
変化していくでしょう。企業としては、その変化を正しく捉え
ながら「強い財務体質」そして、安心・安全の経営手法が必要と

　「経営者の高齢化」「後継者不在」にますます拍車がかかり、
「廃業か、第三者への承継か」を迫られる会社が増えています。
2019年度は債務超過や経営者の病気といった理由で、期限が
差し迫った中でのＭ＆Ａの成約といった薄氷を踏むような
案件も対応しました。
　2020年度は「業界再編の渦中にある葬儀業界」「後継者
不在・老朽化した小規模病院・クリニック・治療院」「資産
売却による事業転換を進めているパチンコ業界」「後継者
不在の住宅業界」「規模のメリットが求められる運送業界」を

なります。企業の価値を最大化させる「価値向上支援」の
中核である財務戦略・実行のサポートを行ってまいります。

主力業 種として、「 売り手にとってのハッピーリタイア」
「買い手にとっての成長率アップ・企業価値向上」の支援を
していきます。

　「 資 金 調 達が 上 手くできず、成 長 機 会を失っている」
「キャッシュフローを最大化し、お金が貯まるようにしたい」
「財務戦略を構築し、企業価値を向上させたい」このような
課題を抱えている企業に対し、金融機関目線での財務分析を

　あらゆる業種・業界の中小企業のM&Aに対応させて
いただきます。その中でも今期は特にニーズが高くなってきて

行い、銀行が積極的にお金を貸したくなる状況の構築、資金
調達コストの最適化、資金調達額の最大化などにより、
キャッシュフローの最大化を図ります。

いる「住宅・リフォーム・不動産」「医療・クリニック・治療院」
「士業」「葬儀」「パチンコ」業界に、特に注力してまいります。

半年間で資金繰りを改善、強い財務体質を構築「キャッシュフロー改善ソリューション」

業種に強い船井総研ならではの「業種特化型M＆A・事業承継コンサルティング」

ズバリソリューション

ズバリソリューション

全業種対 象 業 種

全業種対 象 業 種

財務コンサルティング

Ｍ＆Ａ、事業承継、ＩＰＯ

金融・財務分野

M&Aコンサルティング

船井総合研究所 
金融・M&A支援部 ディレクター 

宇都宮 勉　Tsutomu Utsunomiya

船井総合研究所 
事業イノベーション支援部 
マネージング・ディレクター 

下田 寛之　Hiroyuki Shimoda

　一次産業・地域食品メーカー支援部門と官公庁・自治体
支援部門を統合し、ユニークであるがゆえに横展開が進まない
さまざまな先行事例を研究、横展開できるエッセンスをソリュー
ションとして開発、展開することをミッションに設立された
地方創生支援部は、地方創生に関連する政策第1期総仕上げ
の年である2019年には、「観光地単品スイーツ専門店」

「道の駅」を中心としたモデル開発を進めてきました。2020年
以降の第2期政策が「人材育成」「関係人口」「稼げる仕事と
働き方」「未来技術」「少子化対策」「全世代活躍まちづくり」
とされるなか、当部門では一次産業を含め、地方に稼げる

　人口減少・少子高齢化に加え、コロナショック、オリンピックの
延期など、2020年以降の日本は激変期を迎えます。2020年
は今後10年間の持続的成長を見据えた「中・長期ビジョンの
策定」が必須の年と考えます。特に成熟期を迎える業界では
イノベーションを起こさずに成長戦略を描くことは極めて
困難な状況となります。これらを踏まえ、当部門では成熟期を
迎える業界に属する企業を中心に「10年成長ビジョン構築・
推進支援」を行っております。10年成長ビジョンの柱としては
①県内・地域No.1を目指せる新規事業づくり、②ＤＸによる

仕事を生み出すことを最大のテーマとして新たなソリュー
ション開発をしていきます。

生産性向上、③採用力強化のための企業ブランディングの
3つを重点的に支援していきます。

　新規事業を成功させるためには「良質な事業案」と「体制・
進め方」が肝となります。当部門ではクライアントの状況・
要望を捉えながら、地域・県内No.1を目指せる事業案を
提案。また、現業とのバランスを考えた最適な体制や進め方を

提案しています。合わせて新規事業の方向性が決まった段階で、
社員に期待感を抱かせる成長ビジョン発表会を開催する
ところまでプロデュースしています。

次代幹部と創出する次の事業の柱「新規事業立ち上げプログラム」

ズバリソリューション

　国内でも限られた成長市場である、観光マーケット・イン
バウンドマーケットに参入できるビジネスです。「初期投資
1,500万円～、営業利益率20％～、正社員1名～、店舗面積
10坪～、投資回収最短6ヶ月」という低投資、かつ高収益な

ビジネスモデルです。イメージが良いスイーツは採用にも困り
ません。地域の特産の農産物を使い、単品1億円の名物
スイーツを開発することで、観光地の魅力を高め地方創生にも
貢献できる事業です。

職人不要でも行列、営利20%単店売上1億円「観光地単品スイーツ専門店」

ズバリソリューション 外食、ホテル旅館、土産店土産卸、住宅不動産対 象 業 種

全業種（中堅、大手向け）対 象 業 種

官公庁、地方自治体、商工会、商工会議所、農業関連、地域食品メーカー、食品製造小売業、単品スイーツ専門店業態

中期経営計画策定、新規事業立ち上げ、生産性向上（ＤＸ）、企業ブランディング、コスト最適化、市場調査

地方創生支援分野

事業イノベーション分野

船井総合研究所 
地方創生支援部 
マネージング・ディレクター 

中野 靖識　Yasushi Nakano
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