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　東日本大震災以後、我が国のさまざまな課題が噴出し、私たち中小企業は、今まさに経営
戦略の抜本的な見直しを迫られています。
　ヨーロッパの経済危機やアメリカ国債の格付け引き下げにより、ドルの信用不安が歴史的
な円高をもたらし、輸出産業に大きな打撃を与えました。加えて原発停止により、全国的電
力不足が避けられなくなっています。さらに震災復興資金確保に世界に比較して高率な法人
税の減税案も実質的延期が提案され、国際競争力がなくなる企業は悲鳴をあげる環境であり
ます。ただでさえ人口の減少による国内マーケットの縮小の中、拡大する海外のマーケット
を目指す企業の海外移転が、モーレツにスピードアップされることは間違いないでしょう。
その結果、国内から仕事が消え、雇用も激減してゆく不安が大きくなっています。さらに日
本国債の格下げ、そして一向に変わらない政治力の貧困。まさに中小企業はやり場のない不
安でいっぱいの現状です。
　そんな自信を無くしかけている日本人の心に希望の灯をともしたのは、「被災者に勇気と
希望を」スローガンに掲げ、素晴らしい力を発揮した「なでしこジャパン」でした。日本中
が毎晩遅くまでテレビにしがみついて大きな声で応援し続けました。そしてアメリカとの決
勝戦、絶体絶命の中、最後澤選手の奇跡的とも思えるゴールに歓喜し、ＰＫ戦で勝利した瞬
間、私たち日本人は大きな自信を取り戻すことができました。また夏の甲子園では青森の光
星学園の準優勝の頑張りが、震災で苦しんでいる東北の人々に大きな勇気を与えました。こ
れらから学ぶことは、日本人は確固たる目標を持ち、そのために心を一つにした時とてつも
ない力を発揮できる民族であるということです。
　私たち中小企業が今やらなければならないことは、社長はじめ全社員がビジョンを共有
し、激変する経営環境に総力で立ち向かってゆく心、「ど真剣に、自分たちが日本を再生す
るんだ！」という勇気を持ち、前に突き進むパワーを発揮することです。
　変化する市場情報を真剣に分析し、いち早く対策を立て、ピンチをチャンスに切り替える
動きをする。また、日ごろからリスクを最小限にし、安定市場、成長市場の方向にしっかり
向いた経営をし続けることが大切です。今までの経営の延長ではもはや生き残れないことを
みんなが自覚し、自ら「チェンジ！」することに挑戦しましょう。心を一つにすれば、必ず
新たな経営の切り口が見えてくるでしょう。
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東日本大震災復興財源の臨時増税案

新たな経営戦略のために
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　食欲の秋、読書の秋、学びの秋など、色々な表現がありますが、
皆様は、どの秋を楽しまれますか？
今回のＣＯＭ、最終面は「学び」をテーマに作り上げました。ご参
考にしていただき、皆様にとって実り多き秋になれば嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

（ＣＯＭ委員　近藤）

　弊社ではセミナーを定期的に開催することによって、あらゆる分野における情報をお客様に提供していきます。

※内容と日程は変更する可能性があります。詳しくは弊社スタッフまでお問い合わせください。
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報告～経営者塾開講中です！～

　日本の中小企業をめぐる経営環境はますます厳しさを増しています。
そのような状況下、事業を継続させていくため、発展させていくためには、将来へ
のアクションプランである中期経営計画の策定が必要です。
　現在、高岡商工会議所にて、弊社代表の鷲山が講師を務め「経営者塾（経営計画
策定講座）」を開講しています。この講座、講義だけではなく、弊社スタッフがアシ
スタントとしてサポートに入り、演習、ディスカッションも行い、より実践的な、
実務に結びつく内容で行っています。
　今年度は満席となっていますが、次年度以降の開催もご期待ください。

第 3 回 ： 8 月 10 日 ( 水 )

「利益改善計画の策定」 講義の様子

第 3 回 ： 8 月 10 日 ( 水 )

「利益改善計画の策定」 講義の様子

ディスカッションの様子ディスカッションの様子（ＦＰ事業部　近藤）

学びの場：盛和塾・同友会学びの場：盛和塾・同友会

学びの場として、「盛和塾 富山」「富山県中小企業家同友会」をご紹介いたします。
学びの秋の今こそ、経営について真剣に学べる場を、探してみてはいかがでしょうか。 （ＩＴ事業部　岩井）

　京セラ創業者の稲盛和夫氏が立ち上げた、経営者のた
めの勉強会です。真剣に経営の勉強をしたい人達同士が
切磋琢磨しています。経営の原理原則について知り、正
しい考え方を学ぶことで、経営者の心を高め、経営をよ
り良く伸ばしていくことを目指しています。
　「盛和塾 富山」では約 100 名が活動しており、稲盛氏
にお話いただく機会もあります。月一の例会では、
ＤＶＤで稲盛氏の講話を聞き、経営体験の発表を行いま
す。また、機関誌が発行され、それを読んだ塾生との意
見交換も盛んです。

問合せ：株式会社トマック 鷲山貴俊 TEL：0766-25-4510

　中小企業の経営者のための勉強会です。「良い会社をつくろう」
「良い経営者になろう」「良い経営環境をつくろう」という目的の
もと、国民や地域と共に歩む中小企業家づくりを目指しています。
　月一の例会では、事例発表ののち、その事例についてのグルー
プ討議を行います。対等な参加者同士が真剣に考え、自社に置換え、
本音で語り合うことで、発表内容についての理解を深め、貴重な
気づき・学びを得ることができます。本当に経営の勉強をしたい
自主性のある人が集まり、お互いに連携して助け合っています。
発表を聞くだけの場ではなく、毎回テーマを絞った、実践的な勉
強会です。

問合せ：株式会社トマック 堺義洋 TEL：0766-25-4533

盛和塾 富山 ～ 心を高める 経営を伸ばす ～ 富山県中小企業家同友会 ～ 輝く人・企業・地域をめざそう！ ～
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新たな経営戦略のために新たな経営戦略のために

　ＰＰＭとは、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント
の略称であり、その意味としては企業の展開する様々な商品
または事業の組み合わせと位置付けを分析し、全社レベルで
最適な経営資源配分を判断する経営手法のことをいいます。
　横軸に自社の相対的市場シェアをとり、縦軸に市場の成長
性をとってこのなかに自社商品または事業をプロットして、
現状の利益の柱はどれか、今後の利益の中心とすべき商品ま
たは事業はなにかを分析し、次期の経営戦略などを検討しま
す。

１、ＰＰＭ分析

　ここでは、自社の現状をＰＰＭを用いて分析をする方法を解説します。

　社長一人で考えずに従業員も含めて話し合いながら検討していくことで、多くの意見が取り入れることができます。

２、自社への導入

（監査部　久保昌）

１．今までに貢献度が高かった「金のなる木」もいつかは枯れる運命にある！
２．現在の大黒柱である「金のなる木」が生み出すキャッシュを活用して新しい「花形商品」を開発し、次の
　　「金のなる木」になるよう育て上げること！
３．「問題児」は、今後の「花形」になるか「負け犬」になるかを見極める。「花形商品」にするための強力
　　な戦略を立てる。
４．「負け犬」は、出血を止めるために撤退の戦略を早期に検討する。

ＰＰＭ分析
のポイント

相対的市場シェアが高い半面、成長率の低い商品をいいます。この商品は、シェア維持に必要なコストをはるかに超えた多大な
キャッシュ・フローを企業にもたらします。このグループに属するものの使命は「収穫」であり、他のグループに対する資金の
提供者としての役割を果たします。

高成長分野で相対的に高い市場シェアを占めている商品をいいます。これらは、キャッシュ・フローの流入額が多い半面、資金
需要も旺盛であり、必ずしもキャッシュを創出しているとは限りません。このグループに属するものの使命は、「高シェアの維
持・確保」であり、市場成長率の鈍化とともに「金のなる木」に転化するものです。

市場の成長率は高いが、相対的市場シェアが低い商品をいいます。これらはキャッシュ流入額よりも流出額がはるかに大きく、
もしその投資を行わなければライバルに遅れをとってしまうものです。このグループに属するものの使命は「構築」であり、自
社における課題を克服し競争力のある商品となれば「花形商品」に転化するものです。

成長率、相対的市場シェアがともに低い商品をいい、キャッシュの流入が低いものをいいます。淘汰（撤退）対象の商品である
と言えます。
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※相対的市場シェア
　自社の強み、販売優位性、
　技術優位性、価格競争力

※市場成長率
　事業の魅力度、市場規模、
　事業の収益性、収益安全性、
　変動要因の低さ

自社がおこなっている事業や生産している商品などを出来るだけ多く抽出する。
抽出された商品または事業について、「金のなる木」「花形商品」「問題児」「負け犬」の中で現在どの領域にあるのかを
検討し、あてはめる。
プロットされたＰＰＭに基づいて商品または事業の今後の展開を検討する。
戦略決定したものは、具体的行動計画に落とし込み実行する。
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（社長　鷲山）

東日本大震災復興財源の臨時増税案東日本大震災復興財源の臨時増税案

　政府税調は、最終的な増税額を含めた全体像を 9月 16
日の会合で決定、民主党税調の議論も踏まえて月内の与
野党協議入りを目指す。

・総額は 12 兆円規模。税外収入の上積で圧縮を検討
・増税の開始時期は 2012 年度、期間は最 10 年
・増税案は 3案で、（１案）が有力

（１案）
　・法人税は 11 年度改正案の 5％減税を実質 3年延期する
　・所得税は「定率増税」とし、増税期間が 5年の場合は 10％、
　　10 年の場合 5％上乗せを軸に調整
　・地方税の個人住民税も増税検討
（２案）
　・所得税、法人税とたばこ税なども加える
（３案）
　・消費税率の引き上げ

増税案のポイント

（１案）　所得税 10％増の場合の増税例
　中学生以下の子供が一人いる世帯で、年収 500 万円なら増税額は年間 1万 2千円。年収 700 万円で 3万円、年収 1000 万円で
は 7万 9千円に上がる。住民税も検討されており、増税額がさらに膨らむ可能性がある。
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領収書には必要事項を記入しておきましょう領収書には必要事項を記入しておきましょう

　中小企業が支払う 600 万円以下の交際費は１割が損金になりません。
　会社を経営されていると、取引先と飲みに行く機会もあるでしょう。この時、法人の場合、1人当たり
5,000 円以下の飲食費 (社内飲食費を除きます )については、交際費等と取扱いが異なり全額損金にする
ことができます。そのための要件が以下のものです。

1)　飲食等の接待した相手先の氏名・名称・関係、参加人数
2)　飲食等の年月日、金額、飲食店の名称・所在地

　通常の領収書には 2) の内容は記載されていますので、1) の内容については忘れないうちに記入しておき
ましょう。記入場所は、領収書の裏や出納帳の摘要欄など、後で確認した時にわかりやすい場所が良いです。

（監査部　久保勇）

いまさら聞けない！　ホームページ相談コーナーいまさら聞けない！　ホームページ相談コーナー

　ここ数年で、インターネット上では様々なサービスが出てきています。何をやれば効果的？と悩んだ結果、何も手をつけられ
ていないという方もいらっしゃるかもしれません。まずは、現在広く利用されているサービスの特徴を明確にしていきます。

　それぞれのサービスの特徴を把握して、御社の目的に沿った利用方法を、模索していきましょう。ただ、ここに載せた利用
シーンは、業種や目的によって、かなり異なってくる場合もあります。注意すべき点や問題点もありますので、お悩みの方は、
お気軽にご相談ください。 （ＩＴ事業部　岩井）
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ブログとツイッターとフェイスブック、何が違うの？ やったほうがいいの？

それぞれの特徴を把握して、目的に応じて使いわけましょう。

ブログとツイッターとフェイスブック、何が違うの？ やったほうがいいの？

それぞれの特徴を把握して、目的に応じて使いわけましょう。

Weblog Twitter Facebook

概要

メリット

デメリット

主な
利用シーン

ブログ ツイッター フェイスブックブログ

写真やテキストで記録 （ログ） することが
できるシステムやサービス。 記録したもの
をカテゴリや時系列で並べたり、 コメントを
つけたりすることができる。

・ 情報が蓄積され、 整理される
・ お客さまが過去の投稿を閲覧することが
　容易である

お客さまがコメントしない限り、 どんなお客
さまが閲覧しているかを知ることが難しい

・ 自社についてなど詳しいまとまった情報　
　の発信

ツイッター

140 文字以内のテキストを投稿できるサービ
ス。 （「ミニブログ」 と呼ぶこともある）
リアルタイム性が高く、 ほぼ毎日投稿する
ユーザーが多い。

・ 自社の情報を広く拡散することができる
・ ユーザーとリアルタイムで的を絞ったコミュ
　ニケーションを取ることができる

ユーザーへの反応が遅れるとイメージダウ
ンに繋がる可能性がある

・ 即時的な顧客サポート
・ ツイッター応募できる懸賞　等

フェイスブック

投稿したものを他のフェイスブックユーザーと共
有できる。 仕事や学校での人間関係の延長線
上で利用するユーザーが多いため、 実名登録
が一般的。

・ ツイッターと比べ、 ユーザーと深く長くコミュニ
　ケーションを取ることができる
・ 自社のページを持つことができ、 そこで情報
　を発信できる

ページのカスタマイズが難しく、 情報の発信、
ユーザーへの反応と、 運用に時間を要する

・ Facebook で応募できる懸賞
・ アンケート
・ 顧客サポート　等

（監査部　久保勇）

従業員に万が一があったら従業員に万が一があったら

　皆さんは従業員の方に万が一があった時の備えは十分でしょうか？　政府労災に入っているので問題な
い・・・とは言い切れない現実があります。
　労災事故の負傷者は、年間 50 万人以上にもなります。使用者 (事業主 )は労働基準法等により、安全配慮
義務が課せられています。これに違反することがあれば、労働者本人、またはその遺族等から高額な損害賠償
金を請求されることがあります。事故だけでなく、近年では、うつによる自殺、過労死等これまでにない労災
認定を受けているケースが増加しています。この労災認定が企業への民事賠償に発展し、1億円近い高額な賠
償金の支払いを認められる判例もあり、今までにないリスクとして認知されるようになりました。これらは政
府労災だけでは限度額を超えて、全てを賄いきることはできません。このように、労働者災害についてこれま
で以上にリスク対策管理が必要となってきました。以下のチェック項目をみて、労災上乗せ補償への加入を検
討しましょう。

・労災上乗せ補償の補償対象は「企業」となっているか？
・労災事故等で訴えられた場合の補償(使用者賠償責任補償)はあるか？
・使用者賠償責任補償はメンタルヘルス等に対応したものとなっているか？
・業務中の熱中症や日射病等は補償の対象になっているか？
・下請人、派遣社員(補償対象者がいる場合)は補償対象となっているか？

C
h
e
ck
!


	2011_autumn_1
	2011_autumn_2

