幸せな会社・ 事業経営へのサー ビスを専門 としている
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薫風の ころ:着 様におかれま してはいかが お過
ご して しょうか。
昨年 12月 に発売 しま した著書 「決算書が読めな
い社員はいらない」もタイ トルの効果もあ ってか
1万 部 を超える販売 とな りま した。 この本のおか
げで、本 を饒んで下 さ つた週刊東洋経済の編集者
か ら特集記事 の執筆依頼もいただ くことにな りま
した。もちろん決算書についての記事ですが、今
度は決算書について 「3ペ ー ジほどで」 とい う依頼
で した。本の時は、どのように200ペ ー ジを超えた
内容にす るために苦 しみま したが、今後は3ペ ー ジ
でまとめる必要 が あ り、 これにも苦 しみま した。
結局最初は5〜 6ペ ー ジにな つて しまいま しが 、最
後 には編集者の方 と協力 して、3ペ ージにまとめる
ことができて、原稿 を仕上 げる ことが出来ま し
た。まとめる過程での編集者の方の仕事ぶ りは、
読み手に伝わ りやす くするために、ある部分は
パ ッサ リ切 った り、1行 の説 明を一言で表現 した り
と流石にプ ロの仕事だと感 じま した。
5月 13日 号 の週刊東洋経済に載る予定ですので、
ご関心が あれば ご覧 になつて ください。
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投げた一つの石で、一度 に2羽 の鳥 を射止めるこ
と。石 (ツ ール 、資源 、方法など)の 効率のよい使 い
方であり、
経営の現場でも大切な着眼となる。
企業経営において損得勘定 は重要 なポイントで
ある。利益、そして現金を順調 に生まなければ、
責任
が厳 しく追及される世界だ。したがって、効率アップ
や生産性 向上のために知恵を正 しく使 うことが欠 か
せない。
1.常 に複数の目的を持 つ
一石 二鳥 はおろか、一石 三 鳥、四鳥 と、一つの手
段が複数の目的・成果 につながるように工夫する。
2.手 段と目的をバランスさせる
限られた陣容、時間、その他ギリギリの経営資源
のときは、
確実に「―鳥」を手中に収 めるような体制
で集中力発揮を心がける。
3.願 客メリットを忘れない
コス トダウンや高付カロ
価値化 を追求するときに
「顧客メリット」の視点を外さないこと。
「生産性、人間性、
大局的には三つの性、
社会性」
の充実 とバ ランスを重視 して、
「一石 三 鳥」の正 しく
欲張 つた考え方を実践 してほしい。

明 日 へ の 指 針

事業 セ グメン トを再設 定 せよ

「何を」
「どこへ」
〜
のアプローチ〜

今 日のように自社を取り巻く環境が大きく変化する
「事業セグメント」の再設定が新たなビジネ
時代には、
スチャンスをつかむよい機会となる。
事業セグメントは、
一般的に「事業ドメイン」と言い
こと
換える もでき、自社が将来 に向かうべき基本的な
事業展開の領域を指す。これを再設定することによ
り、
経営資源を重点的に投入すべき事業領域を明確
「何
にできる。
設定に当たつては、
事業戦略を規定する
「
こ
ロ
ー
を」ど に」からアプ
チすると分かりやすい。
「何を」については、
「商品面」
「技術面」
「機能面」の
三つでセグメントすることができる。商品面とは、
企業
が提供する製品・サービスによって事業セグメントを規
これが最も一般的である。
定する方法で、
技術面とは、
ライパル企業に対して競争優位を持つ自社の製品・
サービス技術による事業領域の細分化を指す。
機能
面とは、自社が願客に提供する価値 によるセグメント
である。
商品面でのセグメントについて、自動車メーカーを

例 に挙 げよう。マーケットサイズの大きい大衆車を主
な事業領域としている企 業もあれば、高級 自動車や
軽 自動車、
特殊 自動車、貨物自動車などの領域を主
戦場としている企 業もある。自動車という同じ商品で
競争していても、事業セグメントを細分化することに
より、直接的にライパル企業と競合することが少なく
なり、
互 いに利益を生み出しやすくなるのである。
次の「どこに」は、経営 資源 を有効活用できるター
ゲット顧 客 による細分化 である。例 えば、年齢 や性
別 、所得階層、地域、参 入業界など、さまざまな方向
から将来的 に自社が付 き合うべ き願 客を再設定 し、
経営資源を重点配分する。
今後、需要増が見 込めるマーケットとしては、少子
高齢社 会に対応 して医療・健康増進に寄与する業
界や、急速にニーズが高まっている自然エネルギー分
野などがある。自社 の永続発展 のためには、経営資
源を生 かせるマーケットを見極め、事業 の軸足をシフ
トすることが必要不可欠なのだ。
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「普 段 、意 識 して いる競 合 先 はどこです
か」。こう尋 ねると、
「 あまり意識 していない」

違

ビジネスモデルを調 べ 、
敵にぶつけて成功 し
た事例は多い。

と答える人がいる。誰が競争相手か。これが

例えば米ゼ ロックスは 1970年 代 、コスト

不明確なら、自社のセールスポイントも明確

競争力 に強みを持 つ 日本企業に席巻 され、

にならない。

経営不振 に陥つた。そこで、日本企業 のベ ン

ライパ ルの存 在 は危 機感 と発 想 力 を生

チマ ー キングを行 い、自社の在庫量が多く、

む。小売店 のサ ー ビス品質が向上するのは、

生産性が低 いことを知 つた。同社 は在庫削

隣に他社の店舗が建った時だという。競争相

減 に向け、異業種 のアウトドア用 品通販会社

手の商品・技術を徹底分析し、
相手にないも

の L.L.ビ ーンの 注文処理システムや倉庫

のを考えれ ば、それがオリジナルの強みにな

内業務をヒントにコストダウンを実行。
結果 、

る。ぬるま湯の中だと、競争力は鍛えられな

同社は シェアを 10%台 から約 50%へ 押 し

い。
共産圏 が破綻したのは、
国営企業 の競争

戻すことに成功 した。

相手が国内 に存在しなかつたからだ。

またサウスウエスト航空は旅客機 の稼働

競争相手 を見 つ け、優 れている点 を調 べ

率を上げるため、給油・整備時間を短縮 しよ

よう。自社を競合他社や優良企業と比較・分

うと他社 を調 べ た。すると他社 は平均 50分

析することをベ ンチマーキングという。それ

で同社 (45分 )が 最短だつた。だが 同社 はそ

を活用 したのが米 GEだ 。同社 は「ライパル

れ に満 足 できす 、自動 車 レー ス「イ ンディ

の 発想は利益をもたらす」(ジ ャック・ウェル

500」 のビットクルー を参考に、
何と 15分 ヘ

チ)と し、
生産性の高いトップランナー企 業を

短縮させた。

10社 選 び、その秘訣をベ ストプラクティス
(最 優良事例 )と して自社に移植 した。

「男 は敷居 をまたげば7人 の 敵 あり」との
格言もある。あなた 自身の フ人 (社 )の 敵 "

もちろん分析対象 は同業他社だけとは限

は誰で、いかに儲 けているのか。
企業 は争う

らない。直接 の 商売敵 !ま 情報を集 めにくい

ことが本業だ。日々の現場で観察 し、それを

が、異業種なら集めやすい。実際、異業種の

明らかにしたい。

今月のことば

現品を目の前にしないで議論するな。
間くと見るとは大違いである。

