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まえがき

最近、仕事のなかで「生産性向上」というキーワードをよく耳にしませんか？「生産性向上」とは、仕事の仕方をいろいろと
工夫して、これまでより少ない労力で、より大きな成果を得られるようになることです。大きく分けて以下の３つの視点か
らの取り組みが必要と言われています。

このケーススタディでは、PwCコンサルティング合同会社の協力のもと、実際に生産性向上に向けて取り組みを実施さ
れている外食・中食・給食事業者計９社の事例をご紹介しております。

それぞれの業種に共通してあてはまる取り組みも多くありますので、業種にこだわることなく読んでいただくことをお勧
めします。事例は、「現状（問題点）の把握」、「解決すべき課題の特定」、「課題に対する打ち手の検討及び実施」の順に記
載しておりますので、同じような課題に悩まれている方は、その解決に向けて参考にしていただければ幸いです。

なお、「生産性向上についてもっと詳しく知りたい」、「他の事例をもっと見たい」という方は、他にも様々なコンテンツを
ご用意していますので、農林水産省の以下のページにアクセスしてみて下さい。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/seisanseikoujyou.html

この冊子をはじめとする農林水産省としての取組みが、
皆さんの「生産性向上」の手助けになることを願っています。

生産性

視点①

視点②

視点③付加価値額※1

従業員数

商品力、サービス力を向上する
新しい市場を開拓する

従業員のスキルを高める、
満足度を高める

効率化した分のリソースを
付加価値向上業務に移行

従業員のスキル・満足度は
日々の業務に影響

業務の効率化、合理化を推進する

※1ここで言う「付加価値額」とは企業が一定期間に生み出した利益を指し、例えば、営業利益に人件費、租税公課、不動産・物品賃借料を足した額で表されます。

視点①
商品力、サービス力を向上する
新しい市場を開拓する

視点③視点②
業務の効率化、合理化を推進する 従業員のスキルを高める、満足度を高める

●商品及びサービスを向上することで、
付加価値増加を目指します。

●視点①②を実現するためには、従業
員のスキルアップ・満足度の向上が
不可欠です。

●余計な業務の効率化・合理化を図り、
従業員の負担を減らします。

●効率化した分のリソースを視点①の
業務に移行し、さらなる生産性向上
が可能です。
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新たなファンの拡大、調理品質の
安定化、新たな出店余地の創出
新たなファンの拡大、調理品質の
安定化、新たな出店余地の創出
─ 目指したい姿の実現に向けて ─

外食A社  （コンサル実施：PwCコンサルティング合同会社）
・ A社は「タイ料理を日本人に普及させる」というビジョンを掲げ、単価よりも顧客数によって業績を伸ばす方針で事業
を拡大してきた。タイの本場感にこだわった店づくり、コック全員がタイ人による料理提供等により、多くの顧客に支
持されている。

・ 店舗数も13店舗まで拡大し、業績も右肩あがりで順調。従業員アンケートのスコアもトップ水準で、現時点で大きな
問題は見当たらない。

・ しかし、「タイ料理を多くの日本人に普及させたい」「美味しいタイ料理を提供することにこだわりたい」「3年後に店舗
を倍増したい」という目指したい姿の実現のためには、「新たなファンの拡大」「調理品質の安定化」「新たな出店余地
の創出」について取り組む必要を認識。

・ さらなる成長に向け、ビギナー層の適切な誘導によるファン層の拡大、タイ人コックの育成・統制による調理品質安定
化、軽量小型店舗開発による出店余地の創出等を検討した。

企業の置かれている状況

企業について

会社概要

約10億円

関東

タイ料理

約200名

所 在 地

事 業 内 容

売 上 高

従 業 員 数

アンケ―ト指標結果

3.7点

3.6点

89%
（※）5点を満点としアンケートを実施
（※2）職場他薦度は未実施

事業戦略

●近年ではタイ料理を中心としたエスニックブームもあり、市場の続伸が見込まれる
●東京都内でタイ料理レストランが700～800店程度ある

●本場の味を再現するためにタイで経験を積んだタイ人コックを採用することで競合店と差別化
●タイ人スタッフによるアナログなコミュニケーションによる顧客体験を提供
●ターゲット顧客層が集まる高級住宅街を後背にしたハイセンスな商業エリアに絞って出店

経営環境

商品・サービス他薦度

やりがい

回収率
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現状と解決すべき課題現状と解決すべき課題

目指したい姿とのギャップ

目指したい姿を実現するための改善の方向性

現状（問題点）

━ 目指したい姿の実現に向けた課題の特定 ━

A社は本場感にこだわりながらもローカライズさせ過ぎず、日本人でも食べやすいスタンダードなタイ料理を提供して
おり、タイ料理ユーザーの中でも中間的なマス層から支持されている。

従業員アンケートのスコアはトップレベルで、現時点で大きな問題は見当たらない。

この数年のエスニックブームの影響もあってタイ料理店が増加し、競争環境が厳しくなっている中でも店舗数を拡大で
きており、目先の経営は順調。
しかしながら、目指したい姿との間には依然として乖離があり、将来の成長に向けて課題が見られた。
　●ビギナー層の誘導が不十分で入口の体験でつまづいて、タイ料理を「日本人に広められない」可能性
　●3年後までに店舗を倍増したいが、ハイセンスな商業エリアに絞った出店をしているため、高い勝率の見込める出店
　　余地が限定的

美味しいタイ料理を多くの日本人に普及させるためには、これまでの客層以外の新たなファンを獲得していく必要があ
り、タイ料理のエントリーユーザーであるビギナー層をいかにしてリピーター化させるかが肝要である。
そのためには、ビギナー層がよく陥りがちな失敗体験をさせないこと、そして、どの店舗でも一定の範囲内の味を提供す
ることが今後の改善の方向性と考えた。
また、3年後に店舗を倍増するためには、現在ターゲットとしているハイセンスな商業エリア以外の立地でいかに店舗展
開及び収益確保できるかが課題となる。

現状 目指したい姿 改善の方向性目指したい姿の実現
に向けた課題

＜新たなファン（ビギナー層）の拡大＞
・ ターゲットの顧客層が中間的マス層
中心で、ビギナー層への訴求が弱い

・ 美味しいタイ料理を
多くの日本人に普及
させたい

・ 3年後までに店舗を倍
増したい

・ A社はこれまでは店舗
数、業績ともに順調に
拡大

・ タイ料理を利用する
多くの顧客から支持
されており、従業員ア
ンケートの数値も非
常に良く、現状に大き
な問題点は見当たら
ない

＜調理品質の安定化＞
・ 同じメニューでも店舗によって味が異
なり、味のバラツキが一定の基準を超
えて下振れすることでファンになる可
能性があった新規顧客がリピートしな
くなる

＜新たな出店余地の創出＞
・ 高級住宅街を後背に抱えるようなハイ
センス商業エリアに絞って出店してお
り、ビジネス立地、郊外やロードサイド
に出店しても苦戦が予想され、現在の
モデルでは今後の出店余地は限定的

・ 料理名や写真で味が想像でき
ない人でも、メニュー選択に失
敗しないよう食べやすい料理に
ナビゲート

ビギナー層に失敗体験
させないよう誘導

・ どの店舗でも一定の範囲内の
味を提供するため、タイ人コッ
クのマネジメントを強化

タイ人コックの統制・
育成強化

・ 新たに店舗拡大するために、新
しい店舗形態での出店余地及
び店舗開発の実行可能性につ
いて検討

出店しやすい
新たな店舗形態の検討
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打ち手の検討および実施打ち手の検討および実施

打ち手の検討
目指したい姿の実現に向けた、ホール、キッチン、本部の各組織において施策を検討した。

【ホール】　新たなファンを拡大するために、ビギナー層が失敗体験をしないための誘導
　●タイ料理に不慣れなビギナー層でも食べやすい料理をストレスなく選べるようにするメニュー表の改善を行った。
　　これにより、定番メニューの注文率が上がり、副次的な効果としてオーダーミスも減った。
　　▶何ページにどんな料理があるか一目でわかるように目次を作成
　　▶味のイメージがわくように、メニュー毎に料理に関するコメントを表記
　　▶どの料理が人気や定番なのかがわかるように表記
　　▶メニューよって香草（クセ）の強さがわかるようにタイトル横にマークを表記
　　▶辛さを好みで変更できることがわかるようにコメントを表記

【キッチン】　調理品質を安定化のための、調理レシピの遵守
　●タイ人コックは指摘されると落ち込みやすく直接的な指導が難しいため、自ら改善する向上心を醸成するとともに、
　　店舗毎の味のバラツキ原因を把握するためキッチンコンテストによる改善策を実施。
　　▶コンテストの開催に当たっては、店舗の営業に影響を与えないようにランチとディナーの間のアイドルタイムを
　　　使い、約1カ月間かけて1店舗ずつ全店を視察する方法で実施
　　▶キッチンコンテストを開催したことで、これまで気づくことができなかった味のバラツキ原因が、レシピに規定さ
　　　れていない工程にあることが判明
　　▶また、コンテストの結果を忘年会で発表し、成績優秀店舗を表彰することによって、分断しがちになっていたホール
　　　スタッフとキッチンスタッフに一体感が生まれ、店舗内のチームワークを形成できた

【本部】　新たな出店余地創出に向けた軽量小型店舗の開発
　●物理的に出店しやすい、住宅街、郊外ショッピングモールはファミリー層が多く、辛みやクセのあるタイ料理と顧客
　　ニーズがマッチしにくく、また、ロードサイドは店名の認知・知名度が入店率に影響を与えるため現時点では勝算が
　　低いと思われる。
　●一方、オフィス立地では店舗賃料等の固定費の問題さえクリアできればランチやディナー、弁当の持ち帰りニーズ
　　が見込まれる。そこで、固定費負担の軽い小型店舗の開発に着手した
　　▶セントラルキッチンによる事前調理による料理提供など、既存店舗と運用が異なるため、これまでA社が拘って
　　　きたタイ人スタッフの現地調理による本場の味の再現をすることが難しい
　　▶そこで、メニューを定番料理のみに絞ることでセントラルキッチンによる調理効率との現地調理による味のバラ
　　　ンスを図ることとした
　●人気オフィスエリアへの定常店舗出店に先駆け、具体的に出店機会の出てきた野球場にて軽量小型店舗の実験出
　　店を行い、諸々対応策のテストを実施する予定
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━ キッチンコンテスト開催の様子 ━

企業からのコメント企業からのコメント

社長社長

部長部長

エリアマネージャーエリアマネージャー

エリアマネージャーエリアマネージャー

メンバー コメント

固定観念と客観的視点の総和性を、自分たちが決めてしまっていることに気付くことができました。
自分たちの軸は崩さなくても、よりお客様に添ったことを改善実行できる余地はまだまだあり、それ
が真のタイ料理の普及に繋がっていくと思います。顧客の創出にはブラッシュアップし続けることが
やはり絶対なのだと、原理原則に立ち返ることができました。

顧客目線に立ちかえることができた。何により目をむけるべきかに、気付くことができた。期限
が決まっていたからこそ、実行に移すことができたという収穫部分もとても大きかったです。

ランチメニューの配置を変えたら、注文の間違えが減り、お客様からの評判もよくなりました。
マークを考え直したり、よいきっかけになったと思う。定期的に継続していきたいです。

今回はご指導いただきまして誠にありがとうございました。 メニュー表の改善については、タイ料理フ
リークから初心者までの意見をリサーチした上での提案をいただき、これまで内容がタイ料理中級
者向けに偏っていたメニュー表を、新しい顧客獲得につながるよう改善することができました。今後と
も顧客の創造という観点から、あまりタイ料理に興味のないお客様に、いかに自分たちのお料理を召
し上がっていただいて喜んでいただくかということに留意、努力していきたいと思います。 また、ご提
案頂いた料理コンテストにより、分断気味のホールスタッフとキッチンスタッフが同じ目標に向かって
チームワークを形成する一助になりました。コンテストは今後も継続していこうと思います。

ホールスタッフ、
キッチンスタッフの共同作業 お題のメニューに沿って調理

チェックシートを活用して
味や見た目を審査 忘年会で優秀店舗を表彰
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商品・サービスの評価が
収益につながっていない事例
商品・サービスの評価が
収益につながっていない事例
─ ビジネスモデルの見直し ─

外食B社  （コンサル実施：PwCコンサルティング合同会社）
・ 代表が10年間、東京都内の和洋様々な店で研鑽を積んだ経験を生かし、高い調理技術を持った厨房スタッフととも
に厳選した食材を調理して料理を提供する創業70年以上の歴史がある老舗の料理店。

・ しかし、数年前より店舗周辺に競合の飲食店が増え、顧客獲得および人材獲得の競争環境が厳しくなり、業績も下降
してきた。新たな事業としてランチビジネスをはじめるが、ランチビジネス単体では赤字であり、ディナーとの相乗効
果も限定的で、上手く収益化できていない状況に陥っていた。

・ ランチビジネスの本来の役割であるディナーへの誘導の機能が働くようにするため、ディナーのターゲット顧客を集
客できるようなランチのメニュー・価格を設定し、ディナーに誘導するためのプロモーションも併せて検討。
　また、サービスを手厚くする必要のある高価格帯のディナーについては、接客サービスレベルの強化に取り組むこと
とした。

企業の置かれている状況

経営環境

企業について

●創業から70年以上、北関東を拠点とした老舗の和食料理店である
●近年、高価格帯の和食料理店は、企業の接待交際費が年々減少している影響もあり、利用機会が減っている
●現在、食材費や人件費が高騰しており、食材と人材がサービスの根幹となっている割烹料理店には厳しい
環境となっている

会社概要

非公開

関東所 在 地

事 業 内 容

売 上 高

従 業 員 数

和食を中心とした
割烹料理

約15名

アンケ―ト指標結果

3.5点

3.1点

2.4点

100%

商品・サービス他薦度

やりがい

職場他薦度

回収率

（※）5点を満点としアンケートを実施

07

ケーススタディVol.2



Case Study
Case Study

課題解決の
ヒントを探る
課題解決の
ヒントを探る

問題の把握・原因の抽出・
解決すべき課題の特定
問題の把握・原因の抽出・
解決すべき課題の特定

解決すべき課題

現状（問題点）

━ 問題・原因・解決すべき課題 ━
収益改善に向けて
見受けられた問題点 問題発生の原因 解決すべき課題

ラ
ン
チ
と
デ
ィ
ナ
ー
の
戦
略
が
バ
ラ
バ
ラ
で
上
手
く
収
益
化
で
き
て
い
な
い

＜マス向けのランチビジネス＞
・ マス向けのターゲット顧客層となって
おり、ディナーの新規顧客獲得につな
げる機能が弱い

＜ディナーのサービスレベルが
必ずしも高くない＞
・ ディナー顧客の常連化が足りない

＜ターゲット顧客が集客できていない＞
・ ランチの価格が安すぎて、ディナーのター
ゲット顧客にならない客層が多く来店

・ ディナーの価格帯と差が大きく、むしろディ
ナーに割高感を与えてしまっている可能性

＜ディナー利用へ誘導できていない＞
・ ディナーを利用してもらうため1,000円割
引きクーポンを配るプロモーションを実施
するも、学生などに配布するなどディナー
のターゲット顧客層と乖離

＜ソフト面のサービスが弱い＞
・ 高価格のディナーに接客スキルが低いアル
バイト（学生）スタッフが配置されており、
サービス品質を満たせていない可能性

＜ハード面のサービスが弱い＞
・ 店内の壁やお手洗いのペンキの剥がれ襖
の破れが放置され、高級割烹のイメージを
損ねている

A

B

C

・ ディナーのターゲット顧客層が集ま
るように、大衆的な価格のメニュー
のランチではなく、高級和食ディ
ナーの廉価版の位置づけにすべき

ランチ顧客の
ターゲットセグメント変更

・ ランチ顧客との個の関係を強化し
てディナー利用に誘導すべき

ランチ顧客のディナーへの誘導

・ 稼ぎどころのディナー客を常連化
するために、接客をはじめとした
サービスレベルを高度化

・ 高級感維持のためのメンテナンス
の定期的な実施

ディナーのサービスレベル向上

B社は地方都市で銀行の入る駅前ビルのテナントとして高価格帯の割烹料理を提供している。
　●スキルの高い調理スタッフ、厳選素材による拘りの料理の味で勝負
　●居酒屋よりも高級感ある店構えや料理であるが、高級料亭ほど高すぎない価格で提供
　●店内に個室を多くつくることで、法事等のイベント時の食事や宴会、ビジネスライクな会食のニーズにも対応
周辺への飲食店の進出により顧客数が減ってきたこともあり、ランチビジネスをスタート。一定の客数を獲得できたものの、
収益向上にはつながらない状態であった。
　●価格帯が低すぎ、ランチビジネス単体としては赤字
　●ディナーの誘導対象にならない顧客層で稼ぎどころのディナーの集客にはつながらない
　●ベテランスタッフがランチ時間帯勤務を選好した結果、ディナーに経験の浅い学生アルバイトを配置せざるをえず
　　接客レベルが低下

割烹料理店は高価格帯の外食ビジネスであり、ディナーで収益を稼ぐモデル。ランチ含めたプロモーションで来店した
顧客をいかにディナーに誘導し、リピートしてもらうかが成功の肝となる。
B社の場合、料理品質など顧客から高い評価を得ているものの、ランチとディナーが上手く連関しておらず、収益につ
ながらないため、ランチ客をいかに稼ぎどころのディナーの顧客獲得につなげられるかが課題であった。
　●ランチをマス層向けの安価な定食から“ディナーの廉価版”の位置づけに変更
　●地域のイベントで学生等に割引クーポンを配るなどしていたプロモーションの対象顧客層のズレを適正化
　　併せて、肝となるディナーのリピート率向上を図るため、サービスレベルの向上も課題であった。
　●接客スキルの高いパートスタッフのディナーへの配置
　●ディナーの食事品質、価格帯に見合うような店づくり・設備
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改善の方向性と
具体的な打ち手
改善の方向性と
具体的な打ち手

課題の解決に当たって、ランチによるターゲット顧客の獲得、そして集客した顧客をディナーに誘導し、常連化するため
の打ち手を検討。

まず、ランチの対象顧客層のズレを解消すべく価格帯の見直しから着手。
具体的には、以下の2つの方向性を検討した。
　①ディナーの廉価版となるような高価格帯ランチの販売
　②食材費、人件費の高騰による収益性悪化を改善するため、既存のランチメニュー全体の価格引き上げ
　　・ 顧客離反を最小化するために、実施タイミングは周囲の価格動向に連動させるなど慎重に検討

ランチからディナーへ誘導するためのプロモーション施策も併せて検討。
　●ランチ顧客の中で、ディナーに繋がりそうな顧客に代表や女将が積極的に声掛けをして、個人との関係や繋がりを
　　強めて来店を促す
　●ディナーのお試し割引チケットを対象になりそうな顧客に配布
　●来店顧客のメールアドレスを取得して、季節の料理やキャンペーン情報などを定期的に送る

ディナーに来店した顧客を常連化するための接客サービスレベルの改善。
　●接客などソフト面のサービス強化
　　・ ディナーの人材募集をしても応募が来ないことを前提に現行スタッフのシフトの変更を検討
　　・ 接客スキルの高いパートスタッフがランチに偏り、ディナーに接客スキルが高くないスタッフが配置されているミ
　　　スマッチ状態の解消
　　・ パートスタッフに特別インセンティブ、時給アップ等の労働条件の待遇をアップし、ディナーへのシフト配置を促す
　　・ コア時間帯（18時～21時）の短時間勤務を奨励して、細かなシフト調整で対応する
　　・ ディナー時間帯の採用が難しく、比較的採用ができているランチ時間帯のパートスタッフをまずは採用し、そこか
　　　らインセンティブ等の手段でディナーにシフトさせて行く

　●高級和食としての雰囲気づくり、店舗設備のメンテナンス等、ハード面のサービス強化
　　・ 壁やお手洗いのペンキの剥げ、襖の破れ等、比較的メンテナンスがしやすい箇所の修理を実施
　　・ 顧客視点から目立っており、比較的メンテナンスしやすい箇所から自前で対応し、自前で難しい部分は業者に依頼
　　・ ディナー時間に喫煙ができるようにしているため、翌日に臭いが残らないように禁煙化、または臭いが残らないよ
　　　うな店内コーティング施工なども検討

これらの打ち手案の提案を受け、B社はランチ戦略の見直し及び人材リソース最適化によるサービスレベル向上に
向けて取り組むこととした。

打ち手案の検討
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課題解決
のヒントを

探してみま
せんか？

事業戦略

スタッフ不足により
マネジメント機能不全に
陥っていた事例

スタッフ不足により
マネジメント機能不全に
陥っていた事例
─ 既存リソースの有効活用による改善例 ─

中食C社  （コンサル実施：PwCコンサルティング合同会社）
・ 店舗での調理と工場のセンターオペレーションを上手くミックスし、外食×中食×小売りの混合サービスを提供し、大
手との差別化を図っている。地元で認知も高く、愛されている企業。

・ 一方、収益環境の悪化や深刻な人手不足から効率化を進めるうちに、いつしか自転車操業的な店舗オペレーション
に。そのしわ寄せで価値創出及び維持の核となる、複数店舗を統括するマネジメント層がスタッフ欠員の穴埋めに回
らざるをえず、機能不全状態に陥っていた。

・ 店舗マネジメントがスタッフの穴埋めから本来の価値向上の機能・役割を果たすようにするため、個店配属の店舗ス
タッフを機動的に配置できるようにしてリソースを有効活用。併せてそれを円滑に運用するためにスタッフ間で全社
の一員としての一体感の醸成を図る施策を実施することとした。

企業の置かれている状況

●Ｃ社は創業から40年以上、地域の人々に支持されてきた惣菜や弁当の製造販売を行う老舗中食企業
●約10年ほど前に大手コンビニエンスストアが進出し、一時は売上高が減少するも店内調理を核に差別化を
図り、業容を維持

●イートインの併設やセントラルキッチン、店内調理によって、温かく、できたての料理や惣菜、弁当をいつで
も格安で提供
●手間をかけることで高付加価値の商品・サービスを提供し、大手コンビニエンスストアと差別化を図っている

経営環境

企業について

会社概要

約20億円

中国地方所 在 地

事 業 内 容

売 上 高

従 業 員 数

・弁当、惣菜の製造販売
・直営店舗を15店経営

約250名

アンケ―ト指標結果

3.7点

3.6点

2.7点

89%

商品・サービス他薦度

やりがい

職場他薦度

回収率

（※）5点を満点としアンケートを実施
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課題解決の
ヒントを探る

Ｃ社は地方都市で外食・中食・小売りのハイブリッド型の複雑なオペレーションを必要とされるサービスを提供。大手コン
ビニが進出した後も地元顧客の支持を受け、手堅い営業を続けている。
　●手間のかかる複合サービスの提供でコンビニと差別化
　●工場からの距離が近く、管理の目配せも効く範囲に出店エリアを限定し効率性を担保
　●スケールメリットや標準化ではなく、ヒトや複雑性で勝負
一方、ついつい目先のシフト問題の解決が優先され、顧客への本質的な価値提供機能がおろそかになり、収益が伸び悩
みかつ気づかないうちに経営リスクも内在している状態であった。
　●店舗サイン塗装の剥げ、主動線の駐車場ラインの消失、エントランスの塗装剥げ、食券機のメニュー配置がわかり難   
　　いなど、新規顧客の入店時の心理ストレスやリピート率への悪影響につながる懸念
　●惣菜等が十分に補充されないことによる販売機会の損失
　●新商品の販売価格の登録漏れによる販売機会損失及び顧客心理ストレス、オペレーションミスによる商品の不備、
　　使用予定のない期限切れ調味料のバックヤードでの放置など社内ルール逸脱が散見

Ｃ社の現状と解決すべき課題Ｃ社の現状と解決すべき課題

解決すべき課題
山積している問題の原因の多くは、複数店舗を統括するエリア責任者が配置されているが、足元のスタッフ不足の穴埋
めに忙殺され、本来の店舗マネジメントが機能していないことに起因しており、この解決が最大の課題。
店舗マネジメントの機能不全解消を図るには、足元のスタッフ不足問題の解消が急務。
　●スタッフの配置状況を見てみると、店舗により充足感にばらつきが大きいことが判明
　●スタッフを個店張り付きでなく、共有リソース化することで一部店舗の突発的な穴埋め問題は解消可能
　●ただし、複数店舗間でのリソース共有化をスムーズに運用するためには、個店優先主義のスタッフの意識を全社優先
　　に変革する必要があると思われ、一体感の醸成が必要

現状（問題点）

━ 問題点から解決すべき課題の特定 ━
収益改善に向けて見受けられた問題点 問題発生の原因 解決すべき課題

付
加
価
値
向
上
に
関
す
る
問
題
点

リ
ピ
ー
ト
率
・
客
単
価
の
増
加

コストに
関する
問題点

新
規
顧
客
の
増
加

＜店舗視認性＞
・ 店舗サインが古い・塗装の剥げが放置されている

＜アクセス・入店時の心理ストレス・イメージ＞
・ 店舗入口から主要動線の駐車場ラインが消失
・ 店舗エントランスの塗装の剥げ・タイルの剥がれが放
置されており、新規客中心にくたびれた印象を与える

＜店舗開発の機能不全＞
・ 新規顧客の増加を目的とした店舗横断的な
店舗開発のメンテナンス機能が弱く、投資が
行われていない

・ 管理職が管理下の店舗ス
タッフの穴埋めに忙殺され
ている状況から脱却し、本
来の店舗の統括マネジメン
トにリソースを投入すべき

・ そのために、スタッフ間で柔
軟に配置を行える仕組みを
導入すべき

・ 個店への貢献から会社全体
に貢献する意識に進化

・ 顧客視点の強化
・ 主婦感覚から脱皮し、企業と
しての行動規範・倫理感を
醸成し、経営リスクを極小化

＜SV機能（エリア責任者）の不全＞
・ 顧客視点での店舗設備・オペレーションの設
計が不十分

＜本部支援機能・インフラの整備不足＞
・ 本部の部門間連携不足により、POSに価格
情報未登録のまま店舗に商品を発送

＜店舗スタッフの採用・配置の機能不全＞
・ 優秀なスタッフが採用できない
・ 店舗の繁閑に合わせたきめ細かなスタッフの
配置ができず、サービスレベルに偏りが発生

＜スタッフの教育不足＞
・ 基本的な調理・包装・陳列等のオペレーション
教育の不足

・ 運営上の諸規則・ガイドラインの遵守
・ 「もったいない」主婦的思考から企業として
のリスク・コンプライアンス意識の醸成不足

＜店舗運営の問題解決サイクル機能不全＞
・ 解決が簡単なことであっても、PDCAサイク
ルが回っておらず、頻発する問題点を改善に
つなげられない

＜注文時の心理ストレス＞
・ 食券機のメニュー配置がわかりにくく、戸惑う顧客が多数

＜販売の機会損失＞
・ 皿に惣菜が少なくなっても補充に手が回らず放置

＜オペレーションミス＞
・ ラップから汁が漏れる
・ 食材のビニル袋片が調理鍋に混入する

＜販売の機会損失/商品購入時の心理ストレス＞
・ 店舗に納品するも販売価格がエントリーされておらず
不明

・ 販売価格未表示のまま陳列し、顧客の購買意欲減退な
いし店員に照会しなければならない等ストレスを与える

＜安心・安全＞
・ 社内基準の賞味期限切れの商品が陳列されている
・ 使用予定のない消費期限切れ調味料を店舗バック
ヤードに長期間放置

＜納品管理ミスによる廃棄ロス＞
・ 納品後すぐにバックヤードに収納できず、商品が傷む

＜異物混入による廃棄ロス＞
・ 食材のビニル袋片が調理鍋に混入する

1
A

B

2

3

4

5

6

7

8

9

店舗マネジメント機能の強化

スタッフの意識改革
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課題解決の
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課題解決の
ヒントを探る

打ち手の検討打ち手の検討

打ち手の検討
Ｃ社では、店舗マネジメントに特化した役割の管理職を新たに設置し、本質的な付加価値向上に目配せできる体制を構
築することとした。
前提として、スタッフ不足問題の解決とスタッフ間での一体感の醸成が必要となるが、
　●新規のスタッフ募集をしても応募がまったく来ないため、既存のスタッフリソースで対応
　●収益が悪化している状況の中で、新たに予算をかけた投資や施策はできない
という認識の下、具体策を検討した。

まず、スタッフ不足問題の解消に向け、共有リソース化と全社への帰属意識の向上を図ることとした。
具体的には、以下の2段構えでスタッフの配置の流動化を検討。
　①複数の店舗間で機動的にスタッフを配置
　　▶全店舗間での配属にすると、近隣で働きたいスタッフが辞めてしまうリスクがあるため、近隣の複数店舗間での
　　　シフト配置を実施
　②数名のスタッフを共有リソースとして本部に配置し、全店舗のバックアップを行う
　　▶各店舗からスタッフを選抜しようとしたが、社内で要員確保が難航したため、店長経験のある定年退職者に再雇
　　　用を依頼し、即戦力となる3名の人材を確保

その上で、複数配置されているエリア責任者の中から新たに店舗横断の統括マネジメントを主任務とするポストを新設。
顧客への価値向上を推進することとした。
　●現在のエリア責任者から1名を専任の統括マネジメント機能として設置
　●残りのエリア責任者は主に人材育成を主なミッションと位置づけ、1人当たりの管理対象を拡大する形で分担を再編成
　　▶エリア責任者の担当割を集約する際に、エリア責任者・店長・営業部長それぞれの役割を一覧表に整理し、互い
　　　の業務および責任の範囲を明確にした

上記に加え、スタッフのリソース共有化の運用をスムーズにする施策とリスク管理の強化施策を検討。
社内の「一体感醸成」に向けたイベントを復活させ、併せてリスク管理についてもスタッフに社長から強いメッセージを発
信することで改善を図ることとした。
　●経営、他の店舗や本社のスタッフも含め顔を知り、相互理解を深める機会の創設が必要と認識
　●ただし、コストの観点で廃止した経緯のある懇親イベントを「いかにコストをかけずに復活するか」が課題。制約条件
　　を経営層から伝え、企画の内容や進行はスタッフ主導で主体性を醸成

結果として、組織再編のタイミングもあったため、新体制発表も兼ねて新年会で社内イベントを開催。
店舗の営業に支障が出ないように、各エリア毎に分けてイベントを実施した。
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企業からのコメント企業からのコメント

社長社長

営業部長営業部長

エリア責任者エリア責任者

メンバー コメント

新年会を4回に分けて行ったが、出席率は60%ほどだった。これが、我社の
現状のまとまり具合を表しているものだと思います。親睦会を2回3回と続け
ることで、バラバラになっている社員の気持ちがまとまっていけばと思います。

新年会を開くことで、お客様満足度を上げるためには、まず従業員満足度
を上げる事が最優先事項であることを自分の口から直接参加してくれた従
業員に言えたことが良かった。まずは、シフト決めはブロック単位で行ってい
るが、公休が取れていない店長がまだいる。その場合はブロックの垣根を
越えて、支援してやる。

運営や数字云々の前に、まずは週1回の臨店を必ず行い、店長、スタッフ
とコミュニケーションを取り、信頼関係、相談にのる、意見の吸い上げを行
う事をしています。

・ Ｃ社は過去に社内イベントを開催していたが、数年前に業績が悪化したことでコスト削減の一環として社内イベント
を廃止した。それによって経営幹部やスタッフが触れ合う機会が少なくなり、スタッフ間のタテヨコのコミュニケー
ションも希薄になっていた。手間暇をかけた複雑な店舗オペレーションがC社の強みであるため、スタッフ同士の連
携・絆の強化のために社内イベントを復活することとした。

・ 社内イベントを通じて業務外のコミュニケーションをとることで、仕事の楽しさや大変さを同僚と共有し、互いに分か
ち合うことで、働くモチベーションの維持につながる。また、このような機会に社長の想いを共有することで、スタッフ
の会社への愛社精神も育まれていく。

・ 社内イベントは費用対効果が見え難く、コストや手間もかかることから廃止する企業もあるが、大手企業のような高
い賃金や手厚い福利厚生というわけにいかない中小企業にとっては、会社への帰属意識や仲間との絆は何にも代え
がたい成長の原動力となる。

社内イベントを復活させた背景
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課題解決
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探してみま
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人材獲得難の中での
高付加価値サービスの実現
人材獲得難の中での
高付加価値サービスの実現
─ 営業時間と人事制度の見直し ─

中食D社  （コンサル実施：PwCコンサルティング合同会社）
・ 外食×中食×小売の複合的なサービスを提供。顧客の目の前で調理を行う等、店舗内で臨場感を味わってもらう演出
など高付加価値サービスで大手と差別化。地元での認知が高く、評判も良い企業。

・ 一方、客足の鈍る深夜帯にはコア時間帯のような手間のかかる高付加価値サービスは提供できないため進出してき
たコンビニとの差別化が難しく、従前ほどの収益が期待できなくなってきている。

・ また、サービスの高付加価値化を進めるうちに、人材スキルと提供サービスのギャップが拡大。ベテラン層の負荷が
高くならざるをえず、商品・サービス他薦度が高いのに比し、職場他薦度は大きく劣る状態。

・ これら課題を認知したD社では長らく続けてきた24時間/365日営業体制の見直しに着手。併せてベテラン層の働き
に報いることを主軸とした人事・給与制度改革を実施した。

企業の置かれている状況

企業について

会社概要

約20億円

北陸所 在 地

事 業 内 容

売 上 高

従 業 員 数

弁当・惣菜の製造・販売
及び酒類・工芸品の販売

約300名

アンケ―ト指標結果

4.0点

3.7点

2.9点

92%

商品・サービス他薦度

やりがい

職場他薦度

回収率

（※）5点を満点としアンケートを実施

事業戦略

●コンビニとしての先駆けであったが、大手競合の進出により収益環境が悪化
●労働人口の減少及び需要増加により人材獲得競争が激化。食材や調理に関する常識感覚が欠如した人材でも調理
スタッフとして採用せざるを得ず、社員及びベテランパート層の業務及び教育負荷が増大

●惣菜（中食）×イートイン（外食）×小売を組み合わせた複合的なサービス提供。ライブ感の演出など大手コン
ビニ等では真似のしにくい高付加価値サービスで差別化
   · 顧客の目の前で調理することで臨場感を味わってもらう等、ただ購入して終わるだけのサービスではなく、   
　家族で楽しめるエンタテイメント性を追求

●他業界や海外視察等も積極的に行い、最新のサービスや設備投資機会を追求するなど、常に改革・改善を志
向。トライ&エラーを繰り返すことで自社にあわせたサービスをいち早く展開しようとしている
●短時間でのパート・バイトでも採用したり、OB・OGへ定期的な連絡をとることで復帰を促すなど、柔軟な人
材採用方針

経営環境
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Case Study
Case Study

課題解決の
ヒントを探る
課題解決の
ヒントを探る

D社の現状と解決すべき課題D社の現状と解決すべき課題

解決すべき課題

D社の現状（問題点）
外食・中食・小売のハイブリッド型かつ顧客の目の前で調理を行う等、手間のかかる高付加価値サービスを提供。大手コンビ
ニの進出後も顧客からの支持を受け、順調に業容を拡大。従業員アンケートでも商品・サービス他薦度は高い評価を得た。
　●一定の経験が必要かつ手間のかかる複合サービスを提供することでコンビニと差別化
　●セントラルキッチンを中間製品まで活用し、店舗内で最終調理を見せる等、ライブ感を演出
　●他業界や海外視察等も積極的に実施し、最新技術やサービスの導入機会を常に追求

対照的に職場他薦度は低い水準にとどまっており、人材獲得難の中、重大な問題が内在していることを示唆。
この結果を受け、店舗視察や従業員ヒアリングを実施。食材や調理に関する常識感覚が欠如した人材でも調理スタッフ
として採用せざるを得ず、社員及びベテランパート層の業務及び教育負荷が増大していることや、年中無休や深夜帯営
業が人材獲得・配置の難しさに拍車をかけていたことが判明した。

深夜帯営業は従前はコンビニ業態の先駆けとして地域にとっても意義あるものであったが、昨今は大手コンビニチェー
ンの進出とともに意義を失いかけていた。また、客足が鈍る深夜帯はコア時間帯のように自慢の高付加価値サービスは
提供できず、大手コンビニとサービスの差別化が難しい。
さらに、時間帯別の収益性を分析した結果、深夜帯は赤字となっており、収益の足かせとなっていたことも判明。

D社は、競合の進出や人材獲得難など時代の変化による優先順の変化を正しく認識し、自社の強みが活かせる部分に経
営資源を集中し、必ずしも強みが活きない部分については事業内容の見直し（選択と集中）を行っていく必要がある。
これら事業内容の見直しと共に、店舗スタッフ、特にベテラン・中堅層の離反を防ぎ、店舗への定着をはかる施策を併せ
て実施していくことも重要な課題と認識された。

━ 問題点から解決すべき課題の特定 ━
問題発生の原因見受けられた問題点背景 解決すべき課題

人
材
ス
キ
ル

収
益
性

顧
客
へ
の
提
供
価
値

・ D社の価値観を重視し
たサービスを再考

目指すべき提供価値に
沿ったサービスの再考

・ 中堅・ベテランスタッ
フの働きに報いること
で定着率を向上

店舗スタッフの
人事制度見直し

＜ビジョンと実態とのギャップ拡大＞
・ 昼は経営ビジョンを体現すべく顧客の
前で調理するライブキッチンを導入す
る等、提供サービスを強化

・ 一方、深夜帯は大手と均質化したサービ
スの提供に留まり、ビジョンと実態との
ギャップが拡大

＜オペレーションの複雑化による人材
スキルとのギャップが拡大＞

・ 大手との差別化のためオペレーション
を複雑化しており、店舗スタッフに求め
られるスキルが高度化

・ 店舗スタッフの特に新人層はスキルと
のギャップが大きくついていけなく

・ 新人層で賄えない業務は中堅層やベテ
ラン層にしわ寄せが行き疲弊すること
で、離職可能性が高まっている

＜粗利率高いものの低営業利益率＞
・ 粗利率は他のコンビニと比し10ポイ
ント程度高いものの、営業利益率が低
水準

＜顧客への提供価値を重視
した経営＞

●経営ビジョンを体現すべ
く、大手では真似できない
高度なサービスを提供す
ることで固定客を獲得

・ 惣菜×イートイン×小売を
組み合わせた複合的な
サービス提供

・ 店舗内でのエンタテイメ
ント性や調理のライブ感
を高めることで家族で楽
しめる空間を提供

・ 海外の視察等を通し最新
のサービスや機器をキャッ
チアップし、大手より前に
導入可否を検討・判断

＜競合や人材制約など踏まえた優
先順位の変化＞

・ 過去は深夜営業が一種のインフ
ラとして機能し、地域社会に貢献
していたものの、近年は大手コン
ビニが進出したことにより必要性
が低下

＜不採算な深夜営業＞
・ 大手と均質化したサービスのた
め、大手コンビニ進出後、来客数
が減少。現在の売上高はピーク時
間帯の10分の1以下に

・ また粗利率もピーク時間帯に比し
10ポイント低く限界利益が赤字化

＜スタッフの採用難＞
・ 地域の労働人口の減少及び、大手
コンビニ進出により働く場所が増
加したことで採用が難航

・ 時代の変化もあり規格外の低レ
ベル人材を採用せざるを得ず、

  ”米を洗剤で洗う”、”キャベツとレ
タスの違いがわからない”等、現
場でも教育に困窮

A

B
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具体的な打ち手の検討・実行具体的な打ち手の検討・実行

具体的な打ち手の検討・実行
課題解決に向け、D社は営業時間の見直しと店舗スタッフの人事・給与制度の見直しを行うこととした。この内、人事給
与制度については4月より実行することとなった。なお、営業時間帯の見直しは、実行上の課題やリスク、さらなる検討
余地が見いだされ、引き続き検討していくこととなった。
【店舗スタッフの人事制度の見直し】
2019年4月から店舗スタッフの給与制度を変更予定。
　●今まで新人からベテランまで給与設定が一律であり不満の種となっていた
　●Ｄ社ではサービス提供能力と入社年数の相関性が高く、また客観的でわかりやすい指標であったため入社年数に応
　　じ時給を加算する制度を導入
　●これにより、ベテラン層・中堅層の働きに報いるとともに、新人層の定着率を高めるためのインセンティブとして機
　　能させる
【営業時間帯の見直し】
深夜帯の廃止にはオペレーションの変更等の検討が必要。
　●24時間を廃止すると朝の準備が滞った場合、顧客の期待を損なうため次善策の用意が必要
　●営業の終了時間前に値引きを多く実施する可能性があり、深夜帯廃止により業績が下降する懸念
営業時間帯の見直しだけでなく、店舗立地によっては営業日自体の見直し余地がありそう。
　●正月やお盆等は人材確保に困窮しており、スタッフ確保やサービスレベル維持が難しい
　●閑散期や曜日によっては採算割れの日もありそう

社長社長

全社員の傾向として自店の商品の推薦はできるが、職場としての推薦はしないということが浮
き彫りになった。美味しいものを提供することには自負があるが、給料の割には仕事が多く複雑
で大変だという受け止めなのだろうか。
今後働き方改革の施策やＩＴ化などを含めて、社会がどんどん変わっていくことに遅れないよう
についていかないといけない。 
特に小売業は他の産業と比べて生産性が低いので、付加価値のある商品開発や省力化の研
究を進め、定期的に労働分配率の数字を追っていくべきだと思った。

専務専務

活動（全従業員へのアンケート調査、従業員ヒアリング、役員インタビュー、店舗別損益分析等）を通
じて、これまでぼんやりと認識していた課題の輪郭がはっきりとし、具体的な次のアクションを検討で
きるようになったことが大きな収穫でした。特に従業員アンケートでは従業員の捉えているやりがい
や不満を起点とした課題認識ができ、例えば4月から大幅に待遇改善が行われることとなりました。
また、活動自体も単発で終わることなく、自社だけで継続ができるよう活動途中にも丁寧な解説や説
明があり、今後も続けていく上で大変助かりました。

取締役部長取締役部長

従業員アンケートでは、責任・権限・報酬のバランスが悪いことが露呈したと思う。正直、確信犯
的であった部分であるので、おおよその評価は認識していたものと差異は少ない。しかし、事実と
して突きつけられると事の重みは違う。まずは店舗責任者クラスが職場他推薦が心から高まり、
それがスタッフに伝播していくことを期待したい。4月からの待遇改善がその起点となるはず。
24ｈ営業店の不採算時間帯の指摘もありがたい。幾度となく検討していた案件ではあるが、
改めて考える機会となった。タイミングを見計らい改善していきたい。

企業からのコメント企業からのコメント
メンバー コメント
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重点攻略営業先の見直し
及び新たな顧客層の開拓
重点攻略営業先の見直し
及び新たな顧客層の開拓
─ 高採算セグメントへの販路拡大に向けて ─

中食Ｅ社  （コンサル実施：PwCコンサルティング合同会社）
・ ビジネス構造の異なるオムレツと玉子焼きの2事業を展開。両事業とも収益が伸び悩んでおり、過去実施した大規模
投資の回収が進まない状態

・ 検討の結果、特に営業戦略の見直しが重要課題と認識された
　▷オムレツ事業は高採算な地場へ営業せず、全国型企業中心に営業し新規受注が伸び悩み
　▷玉子焼き事業は地場の寿司屋等の伝統的な販売先へのルートセールスを主軸としており先細りの一方、購入希望
　がある社内や工場見学者等、BtoCの販売機会を取りこぼし

・ また、取引先への交渉力強化や投資の優先順位や実行タイミングに関する課題も抽出された。
・ 課題提示を受け、E社では主に営業戦略面から改善施策の検討に着手することとした

企業の置かれている状況

企業について

会社概要

約10億円

北陸所 在 地

事 業 内 容

売 上 高

従 業 員 数

鶏卵加工食品、
総菜、冷凍食品の製造・販売

約350名

アンケ―ト指標結果

事業戦略

●営業の伸展機会はあるものの、大手メーカー等との人材獲得競争が激しく、成長のボトルネック
●原材料・人件費・物流費の値上がりが続くも価格転嫁が進まず、収益性が悪化しやすい
●オムレツ事業はコンビニをはじめとした需要の伸びを受け投資余力のある企業は設備投資を行い伸展。玉子焼き事業は地場
の寿司屋など既存得意先の市場縮小が続く

●中小企業は収益性悪化や後継者問題等を起因に廃業が進んでいる

【オムレツ事業】
●薄利多売型のビジネスであるため大型の設備投資を行い効率性を追求するとともに、配送などの周辺コストを赤字化しない
よう管理
●HACCP対応の工場を建設し、大手小売からの工場監査に耐えうる安全性を確保
●星形やハート形等を開発する等、価格競争に陥りにくいように意識し工夫

【玉子焼き事業】
●気温に応じ焼き加減を変化させるなど職人の技術が必要となる高単価製品を生産
●工場見学の実施や公共団体から受賞を受けることによる認知度向上を図る

経営環境

3.6点

3.3点

2.9点

99%

商品・サービス他薦度

やりがい

職場他薦度

回収率

（※）5点を満点としアンケートを実施
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Ｅ社の現状と解決すべき課題Ｅ社の現状と解決すべき課題

解決すべき課題

Ｅ社の現状（問題点）
効率性を追求する薄利多売型のオムレツ事業と、焼き加減など職人技が必要となる高単価の玉子焼きと、ビジネス構造の
異なる2事業を展開。両事業とも収益が伸び悩んでおり、以前実施した大規模投資の回収が進んでいない状況であった。
インタビューや財務面の分析を進めた結果、営業、投資・費用管理の面において複数の問題が見受けられた。
営業面では、現在の攻略先が必ずしも採算が良くない点
　●オムレツ事業は採算が悪化しやすい全国型企業中心に営業
　●採算性が高い地場小売でも、過去に断られた経緯があると再訪しない
　●玉子焼き事業は地場の寿司屋等、既存のルートセールス先自体が縮小しており、ジリ貧
投資・費用面では、設備投資の負担が重い点、交渉力の弱さからオペレーションコスト増加を招いている点
　●交渉力が弱く、コスト上昇分の価格転嫁ができない、特別オーダーによる間接コストの増加
　●投資の優先順位や時期、規模が必ずしも適切でなかった可能性

E社は事業面、投資・費用面で各種課題を抱えるものの、早期に投資回収すべく、営業戦略面の施策を中心に改善検討を
行うこととした。
　●オムレツ事業：採算を重視した重点営業攻略先の設定
　●玉子焼き事業：BtoC向けなど新たな顧客層の開拓

━ 問題点から解決すべき課題の特定 ━
収益改善に向けて見受けられた問題点 問題発生の原因 解決すべき課題

A

B

C

D

投
資
・
費
用
に
関
す
る
問
題
点

玉
子
焼
き
事
業
に

関
す
る
問
題
点

オ
ム
レ
ツ
事
業
に

関
す
る
問
題
点

・ 採算を重視したターゲティング
への見直し

重点営業攻略先の見直し

・ BtoCなど小口高採算セグメン
ト向けビジネス開拓

新たな顧客層の開拓

・ 会社の状況に合わせた必要性
の検証及び投資タイミングの
適正化

意思決定の高度化

・ 顧客別収益レベルに応じた顧
客対応の高度化

・ 人材難の中、オペレーションの
簡素化を意識した営業対応

顧客対応の高度化・
複雑性排除

＜高採算先への営業不足＞
・ 遠方への配送により採算が悪化しがちな
全国型企業への営業に重点を置く

・ 一方、高採算の地場への営業は重視せず

＜BtoC向け新規販売チャネルがないに等しい＞
・ 工場見学でファン層になった顧客、社内販
売、WEB直販などBtoCチャネルが弱い

＜既存のBtoB顧客の売り上げがジリ貧＞
・ 業界全体の需要は横ばいであるが、主力
販売先の地場寿司屋など既存取引先向け
の売上ジリ貧

＜コスト上昇分の価格転嫁ができない＞
・ 卵や物流費などコストが上昇しても価格
転嫁できず

＜コツコツ積み上げることより一発大物狙い営業＞
・ 大物の期待があるため、大きな成果がなくても
営業行動が正当化されやすい

＜取引を断られると再訪しない営業の行動様式＞
・ 以前、断られたことを理由に地場小売りに営業に
行かず

＜取引先に対する交渉力が弱い＞
・ 顧客別の収益管理が弱く、利益に応じた交渉が
不十分

＜取引先のわがままを聞きすぎる＞
・ 売上拡大に資する特別対応と、単なる顧客のわがまま
の峻別ができておらず、割を食っている取引も多い

＜スタッフ採用における厳しい競合環境＞
・ 製薬等のカネ払いの良い企業との人材獲得競争
となり、苦しい戦いを強いられている

＜投資のタイミング判断の検証が弱い＞
・ 補助金活用機会等により、必ずしも必要性の高く
ない投資を実行

＜投資の必要性自体の検証が弱い＞
・ 意思決定における費用対効果やリスクリターン
の検証機能が弱い

＜新たな顧客層へ新たな手法で販売する発想が
乏しい＞

・ 売上げ重視の文化が強く、額は小さいが高採算
のBtoCに対する選好が低い

・ 従来の法人営業の固定観念が強く、BtoC型の営
業モデルが構築できない

＜特別オーダーによる間接コストの増加＞
・ 特別オーダーが度々起こり、ラインの組み
換えなどにより間接的にコストが増加

＜スタッフの採用難による人件費上昇＞
・ 設備稼働率は余力があるが、人的稼働が
ボトルネックで、人件費の上昇圧力が高い

＜必ずしも必要性の高くない投資＞
・ 資金に余裕のない中、生産工程の一部機
械化など必ずしもその時点では必要のな
い投資を実行

・ 本社建物内のトイレにオートロック機能な
ど生産部門でのみ意義のあるフールプ
ルーフ機構を導入
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課題解決の
ヒントを探る
課題解決の
ヒントを探る

改善の方向性と
具体的な打ち手の検討
改善の方向性と
具体的な打ち手の検討

改善の方向性および具体的な打ち手の検討
オムレツ事業の重点営業攻略先の見直し及び玉子焼き事業における新たな顧客層の開拓に重点を置き改善策を検討
した。

【オムレツ事業：重点営業攻略先の見直し】
●改善の方向性：高利益率案件に営業注力
　▶大型スーパーとの取引を中止して以降、設備稼働率が低い状態。しかし、E社の周辺地域では人材獲得競争が厳しく、
　　設備よりスタッフが生産のボトルネック
　▶限定的な生産余力を生かすため重点営業攻略先は高利益率案件に設定
　　・ 高利益率案件はコスト効率性と交渉ポジションから判断。コスト効率性は配送先までの距離等による配送費や、製
　　　品へのカスタマイズ有無等で判断。交渉ポジションは価格水準や納期等に影響し、一般的に取引先が大企業であ
　　　るほど自社の交渉ポジションは低下

●改善策：収益性の観点から配送コストがかからない地場スーパーを重点営業攻略先に選定
　▶過去に取引を断られたため営業攻略対象外としていた先も再度検討

【玉子焼き事業：新たな顧客層の開拓】
●改善の方向性：BtoCへの販路拡大にあたりアクセスのしやすい順に販売を行うこととした
●改善策：BtoCチャネルへの本格展開
　①従業員への福利厚生も兼ね社員割引で販売
　②工場見学者に対し販売
　③遠方の消費者でも購入できるようWEB販売システムを整備

【投資・費用：顧客対応の高度化・複雑性排除】
●改善の方向性：顧客別の収益性に応じた対応方針を検討出来る体制を構築
●具体的な打ち手：新規契約先に対しては配送コストを買手負担とする契約を進める

【投資・費用：意思決定の高度化】
●改善の方向性：複数の経営層から納得感を得るために、意思決定の判断材料及び判断過程を見える化
●具体的な打ち手：今後検討予定
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課題解決の
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課題解決の
ヒントを探る

企業からのコメント企業からのコメント

社長社長

副社長副社長

メンバー コメント

『営業の方向性が見えない』　『不採算製品の洗出しと改廃』　『商品力はあるが販売場

所がない』と売上横ばい利益減少の原因を、社員の核となるメンバーの前で発表して頂

いたこと、社員の心情や考えを知らせて頂いたことは有難いと思っております。

私からも社員に対して１つ２つ提案もありますので、相互理解を深めて即実行します。

営業部営業部

会社全体や経営数値から客観的に評価頂き、応急対策として営業部門への改革のアプ

ローチをご提案戴いたこと、ありがとうございます。

この半年推進してきたことを継続し、今回の学びを参考に、営業部の在り方や売上の上

げ方を色々な角度や切り口でプランを練り、実行したいと考えています。

既存の売上、配送コストのかからない地域の売上を重視し実行したいと考えております。

生産管理部生産管理部

当社の長所、課題を客観的にコンサルティング頂きありがとうございました。生産部として

も、これを参考にして、小さな顧客に対しても効率よく対応できるような生産体制が組め

るようにも考えていきたく思います。まずは、現状の問題である現場の衛生指導教育の在

り方、管理内容の再構築による管理の無駄省きを行い、小さくとも堅い組織を作っていき

たいと思います。そのためにも、今回学んだ、相互に客観的状態を認識し、効果的な事柄

に対して理解と納得の中で改善していきます。

倉庫部倉庫部

コンサルタント会社から見た弊社の問題や課題、当社の良い点などを客観的に指摘をい

ただきありがとうございました。また、当面の最重要課題、効果的対策や、長期的視点に

立った方向性や対応策など勉強になりました。

私の担当している部署や、関連の部署を拡大して、改善活動を進めていきます。

また、先々では社内の各部署のバランスを考えて、提案など対応していきます。

コンサルが始まってから8か月目になりますが、当初から取り組みを行ってきた開発力、衛生

管理技術や施設を生かした顧客へのアプローチとして、同業者に頼まれる工場（価格、製

造技術、衛生管理レベルに理解がある）を目指してきた結果が出始め、営業案件は顧客か

らの要望が上がるようになり、少ない営業人数でもできるようになってきた。管理ポイントは

不採算アイテムの改廃や値上げのアプローチによる生産性の改善、物流費の影響を受け

ないよう、蔵前単価視点での販売が進んでいるように思います。現在は工場の改革ポイント

も現場主義で周りを巻き込んで、現場サイドで指導しています。ありがとうございました。
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課題解決
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探してみま
せんか？

季節繁閑差の招く諸問題と
改善の可能性
季節繁閑差の招く諸問題と
改善の可能性
─ 受注管理の高度化 ─

中食F社  （コンサル実施：PwCコンサルティング合同会社）
・ 少量多品種型に対応できる生産体制を武器に他社との差別化を図り、高単価での取引を実現。
・ 新商品の試食や社内販売の機会を高め、従業員からも支持されるよう運営。
・ 調理麺は夏季ピーク型の商品であり、夏季は過重労働に、冬季は稼ぎたくても稼げない問題が発生。
・ F社は、オーダーはすべて受注する方針のため、夏季には低採算の外注が増える問題もあり、豊作貧乏に陥りやすい。
・ 一見、季節繁閑差は業界特性であり、解決しがたい課題であると考えられたものの、季節繁閑差を緩和する可能性を
検討した。

企業の置かれている状況

企業について

会社概要

約50億円

関東所 在 地

事 業 内 容

売 上 高

従 業 員 数

調理麺等の惣菜の
製造・販売

約350名

アンケ―ト指標結果

事業戦略

●中食市場は年率2%で成長しており、今後の成長も期待されている
●人材確保が困難であり、人材不足が成長の足かせとなっている
　・ 調理麺業界は特に常用スタッフの確保が困難
●人件費の高騰や受注量に応じた外注の利用により収益性悪化
●消費者の安全性意識の高まりを受けクレーム率の増加及びクレーム対応の煩雑化

●少量多品種型及び小ロットでの発注を受けられる、小回りの良さをバイヤーに訴求
●高級スーパーへの販路拡大による収益性の向上
●人材確保が困難な中、シルバー層や障碍者など、あらゆる人材を採用
●収益性の観点から中小スーパーへの販売を強化したものの、大手へ買収され採算悪化するリスクを内在

経営環境

3.6点

3.5点

2.9点

100%

商品・サービス他薦度

やりがい

職場他薦度

回収率

（※）5点を満点としアンケートを実施
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課題解決の
ヒントを探る
課題解決の
ヒントを探る

F社の現状と解決すべき課題F社の現状と解決すべき課題

解決すべき課題

F社の現状（問題点）
F社は少量多品種型かつ小ロットでの受注を受けることで他社との差別化を図り、高単価での取引を実現。
また新商品の試食で従業員から意見を収集したり、社内販売の割引率を高く設定したりすることで、従業員が自社商品
を食する機会を高め、従業員の自社商品に対する関心と責任感を醸成している。
ただし、製造現場は、夏季はピークを迎え生産がひっ迫する一方、冬季は受注量が夏季の半分程度に落ち込むことに起
因する問題が顕著で、職場他薦度が商品・サービス他薦度ややりがいに対し大きく劣る状況。

　●夏季は低採算での外注生産や現場の疲弊、製品品質のブレが多く発生
　●冬季は固定費に見合う売上高が上がらず営業赤字。「稼ぎたくても稼げない」ためスタッフが流出

季節繁閑差は業界特性であり、一見、諸問題は解決できないと思われた。

　●同業他社と繁閑差を比較したところ大きな差はなし
　●冬季販売量の増加余地について競合他社・バイヤー両面からヒアリングを行ったものの、F社は競合他社と比しても
　　冬季販売量引き上げに注力しており、現状からの引き上げ余地は限定的

幹部にインタビューの結果、F社は元々、夏季の受注が冬季の受注につながるというポリシーの下、オーダーにはすべて
対応する方針をとっていたため、夏季には低採算の外注が増え、豊作貧乏に陥りやすいことが判明。
しかし、調査の結果、大手小売りのバイヤー中心に夏季受注量と冬季受注量の関連性が必ずしも高くないことが判明。営
業先によって受注方針を区分すべきことが分かってきた。
併せて、幹部間で経営環境に対する認識の違いが大きく、目線を合わせておく必要のあることも見えてきた。

━ 問題点から解決すべき課題の特定 ━
見受けられた問題点 問題発生の原因 解決すべき課題

夏
季
・
冬
季
で
の
稼
働
の
過
大
な
ば
ら
つ
き

夏
季
に
発
生
す
る
問
題
点

冬
季
に
発
生
す
る
問
題
点

・ 季節繁閑差の緩和をはかる
ことで、労働力を均等化

・ 内部体制を踏まえた生産・
受注管理

季節繁閑差の緩和

＜低採算での外注生産＞
・ 自社生産可能量を超える受注を受けるため、他
社への外注生産を利用し対応しているものの、
採算が低く予算で若干の黒字となる水準

＜受注コントロールをしていない＞
・ 得意先への安定供給や信頼を高めること
を御旗に、すべての受注を受けコントロー
ルをしていない

＜業界特性による低稼働＞
・ イタリアンシェフと組んだパスタの開発や
サンドイッチの開発等、冬季の稼働をあげ
るため製品開発を行っているものの、業界
と同水準の稼働

＜十分管理できない体制での生産＞
・ 夏場は臨時工が多く、また深夜はその中で
も外国人が中心となるため、通常よりも高
い管理体制が求められる

・ 一方、管理者である正社員は業務のしわ寄
せで疲弊し管理が弱まっていそう

＜業界特性及び内部管理不全による高稼働＞
・ 業界特性として夏場に需要のピークを迎え
るため、競合他社含め生産がひっ迫

・ また受注コントロールを行っていないこと
から、業界特性に加え更に生産現場に負担
がかかっている

＜生産品質のブレが多く発生＞
・ 特に夏場の深夜帯について生産品質のブレが
多く発生

＜固定費負担重く赤字＞
・ 稼働が空いているため、固定費負担が重くな
り、営業赤字化

＜一定水準を定常的に求める人材の採用難＞
・ 冬季は残業がなく、また時には定時前退社すら
ある中、生活費等で定常的に一定水準以上の収
入が必要なパート等から倦厭される

＜現場の疲弊に関するコメントが多い＞
・ 労働の長時間化等によって生産スタッフが疲弊
・ 従来は労働市場が買い手市場であり、働き手が
多くいたため問題が顕在化しなかったものの、
昨今は売り手市場となり採用難に

・ また従来、夜に帰れなかったことで会社の周囲
で噂となり採用難が加速

・ 特に夏季は大量に働き手が必要となるため、人
件費の上昇圧力が高い
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改善の方向性と打ち手（案）改善の方向性と打ち手（案）

メンバー コメント

・ 今回の貴社の課題分析と他の評価で類似あった。社長に就任してからの6年間は

売上、経常利益も好調で管理職の意識の違いが経営に悪影響与える関係性の認

識がなかった。

・ 6回となる例年12月のES調査票は回収率も低かったことから一部の従業員の

意識であり、取り組んでいるが、なかなか全ての従業員に浸透出来ないと思ってい

た。しかし、今期は貴社の調査は100％の回収率と高い有効率であった結果と

12月ES調査と経営品質賞の審査共に、管理職の意識違いが大きくある評価で

あった。また、部署間の連携に評価が低い状況であった。

・ 今期10月より経常利益悪化に陥ったこともから、現状の組織運営は課題であると

管理職への意識づけを行った。業態が365日24時間のために1泊研修とはなら

なかったが、来期経営指針の共有研修を実施した。その中で管理職の共有化は

少し出来たように思う。従業員に対しても紙ベースだけではなく、社長自身で直接

雇用者に口頭で重要案件を説明する場を9月、2月と実施を行った。

・ 評価から改善を進めているが、取り組みスピードが遅くなってしまった。来期に向け

て労働環境と労働関係規制が出てきている為、更に見直しが必要である。

改善の方向性と打ち手（案）
季節繁閑差の緩和に向けて、冬季の販売量に応じ注力する得意先の選定及び夏季の生産キャパシティに応じた受注管理
体制の強化を図る。
　①冬季の販売量に応じ注力する得意先の選定
　　●大型スーパーと比し大胆な棚割変更を行いづらい中小スーパーを中心とした営業強化を検討
　　●中小スーパー向け新規営業は、人材がひっ迫している営業部の状況に鑑みると困難
　　●このため冬季販売量が少ない得意先の契約を積極的には取り組まない方針とすることで季節繁閑差の緩和を図る

　②夏季の生産キャパシティに応じた受注管理体制の強化
　　●少なくとも赤字商品となっている取引については取引の中止を検討
　　●赤字商品の範囲や冬季販売量への認識について経営層間で認識の違いがみられたため、認識のすり合わせを
　　　先行して実施
　　　・ 2019年3月に課長職以上を対象に来期に向けた実行計画のすり合わせを実施

企業からのコメント企業からのコメント

社長社長
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Case Study
Case Study

課題解決
のヒントを

探してみま
せんか？

全社戦略と部門目標の
不一致の事例
全社戦略と部門目標の
不一致の事例
─ 目標設定と管理の高度化 ─

中食Ｇ社  （コンサル実施：PwCコンサルティング合同会社）
・ 事業拡大に伴い、1工場体制から遠隔地に新工場を建設したことで、オペレーション面と営業面で新たな経営課題が
発生。

・ オペレーションについては、生産品目を工程が少ない品目に絞り込むことで簡素化。早期安定化を実現。
・ 新規営業には新工場担当として2名配置したものの、営業部門の目標設定が会社戦略と一致しておらず、今期に新規
営業を行う動機が弱かったため、引き合いへの対応をせず先延ばしにする事態が発生。

・ 新規営業を加速させるためには、目標設定と管理の高度化が必要。

企業の置かれている状況

企業について

事業戦略

●中食市場は年平均2%強で成長し続け、今後も成長が予想される
●またG社への引き合いは多く供給が追い付いていない
●中食は全ての工程を機械化できないため、人手不足が生産への足かせになっている

●頂いている引き合いを取り込むべく遠隔地に新しく工場を建設
●新工場は高付加価値化商品を製造
●従来から技能実習生を積極的に受け入れ、実習生が馴染みやすい環境を整えることを通じて、生産現場全
体でのコミュニケーションを促進

経営環境

会社概要

約20億円

東日本所 在 地

事 業 内 容

売 上 高

従 業 員 数

惣菜製造

約200名

アンケ―ト指標結果

3.8点

3.4点

2.9点

89%

商品・サービス他薦度

やりがい

職場他薦度

回収率

（※）5点を満点としアンケートを実施
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Case Study
Case Study

課題解決の
ヒントを探る
課題解決の
ヒントを探る

Ｇ社の現状と解決すべき課題Ｇ社の現状と解決すべき課題

Ｇ社の現状（問題点）

解決すべき課題

Ｇ社の現状（新工場稼働前後の背景）
中食市場の成長を背景に遠隔地に新工場を建設。それに伴い新たな経営課題が発生。
　●目が届きづらい遠隔地での生産に伴い、早期にオペレーションを安定化
　●工場建設による重い固定費を早期に回収

オペレーションの安定化は早期に実現。
　●生産品目を絞ることでオペレーションを簡素化
　●工場長から生産スタッフまで工場建設前から採用し、稼働前から研修

一方、営業は新工場建設前から多くの引き合いはあり、早期での新規受注獲得を期待されていたものの、工場稼働から
数か月経ても稼働につながらず、思っていたほど収益貢献していなかった。

調査の結果、実は、営業は新規の引き合いへ対応せず受注を先延ばししていたことが判明。
　●リソース不足になることを予見し、新工場の営業担当として2名を配置
　●しかし、配置した2名に新規営業を任しておらず、既存先の営業を担当していた

経営層は営業部が新規受注出来ていないことを把握していたものの、新規営業の活動状況について深く確認していな
かったため、営業部が引き合いを先延ばししている事実自体把握していなかった。

今期に新規営業を行う動機付けが弱く、営業部門の目標設定を会社戦略と一致させたうえで、定期的に対話をし、実態把
握と実行推進をすることが課題。
　●新工場の営業目標に対し今期は9割達成済であり、新規受注の動機づけが弱い
　●営業目標に対し3期連続未達であっても昇格するなど目標管理自体が機能しにくい土壌
　●営業部長がオーナー系から一般社員に替わったため、会社方針とのズレが発生しやすい
　　▷オーナー系は、会社と自己の利益が一致しやすい
　　▷一般社員の場合には与えられた目標や評価基準に対し忠実に動く傾向が強く、部門最適化に陥りやすい
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Case Study
Case Study

課題解決の
ヒントを探る
課題解決の
ヒントを探る

改善の方向性と打ち手（案）改善の方向性と打ち手（案）

社長社長

専務専務

メンバー コメント

当社としては複数工場の稼働は初めての事業で、経営者も従業員も手探り状態でした。

PwC様の「経営改善」の指導によって、経営層を含む全社員のベクトルが一致しました。

改善の具現化に向けて今後ともご指導のほどお願い申し上げます。

経営改善の方向性として営業のリソース確保でまとめられていた。営業部の業務内容の

見直しを行うよい機会になったのではないかと思う。アンケートの職場他推薦度も営業企

画の低さが気になり改善が必要と思われた。今後作業を細分化し、自身の作業を他の部

署、他の人員に割り振れれば新規開拓のリソース確保のみならず、マネジメントに注力で

きる体制ができるように思える。

統括部長統括部長

新工場投資が稼働し始めたばかりでの、PwC様からの提言を含む改善活動については、

タイミングもよく、また有意義なものでした。具体的には、大命題である「投資に見合う売

上確保と早期黒字化実現」という当社の経営課題と目標に合致したものであり、ご提案の

「営業力強化」案は的を得たものであったと感じております。今後はご提案をもとに内部

の仕組み改善を、より一層進めていきたいと思っております。

営業部長営業部長

自身の業務整理をできていない部分、部下への仕事の振り分けを再度認識し、進めること

が重要。以前からの部分で問い合わせに対し自分がしなければならないということを部下

に任せ改善する。直近の部分ばかりみるのではなく、当たり前だがビジョンを持って仕事

に当たらなければならない。

改善の方向性と打ち手（案）
会社全体の利益と営業部の利益を一致させるよう目標設定の見直しを図る。
あわせて、定期的に対話をし、実行・推進を促すべき。
　①全社戦略と一致するよう目標設定を見直し／行動につながる粒度での目標の定義
　　▷既存営業先からの成績と新工場向けの新規顧客営業の成績を区分し評価の比重を明確化しておくことで、行動に
　　　つなげる
　　▷プロセスや定性的な評価も重視することで、最適行動を促進
　②目標実現に向け対話を行い推進
　　▷経営と営業部との間で腹を割って話し合える関係を構築
　　▷定期的に目標と到達度、また次回へ向けての改善点を議論し行動計画へ落とし込み

企業からのコメント企業からのコメント
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Case Study
Case Study

課題解決
のヒントを

探してみま
せんか？

新規事業の営業体制構築と
生産キャパシティの確保
新規事業の営業体制構築と
生産キャパシティの確保
─ ルートセールスと開拓営業の違い ─

給食Ｈ社  （コンサル実施：PwCコンサルティング合同会社）
・ 労働力確保が困難なことから給食市場での成長が限定的な中、今後の成長の柱として真空パック技術を使った給食
宅配事業（新事業）へ参入。新規事業の収益ポテンシャルは既存事業より収益性が高く、かつ買収による事業拡大機
会も豊富にあり、成長余力が大きいと期待された。

・ しかし事業参入後、人件費に見合う売上が得られない事態に陥っていた。これは主に、新規事業の優先課題が生産
キャパシティの増強と誤認され、営業の課題が軽視されていたことに起因。本来、営業方法が異なるにも関わらず、既
存のルートセールスで営業が行われていたため、新規の顧客獲得ができていなかった。

・ 今回の検討結果を受け、H社は、新規の顧客開拓を進められるよう専任の営業体制を構築することとした。

企業の置かれている状況

企業について

会社概要

約200億円

関東所 在 地

事 業 内 容

売 上 高

従 業 員 数

給食事業、ケータリング、
真空調理食品等の製造・販売

約5,000名

アンケ―ト指標結果（新事業のみ）

2.7点

3.4点

2.7点

94%

商品・サービス他薦度

やりがい

職場他薦度

回収率

（※）5点を満点としアンケートを実施

事業戦略

●給食市場は年率1%強で安定成長しているものの、人手不足による人件費の上昇や原材料費の高騰などコスト上昇圧力が強い
●現地での調理を前提としたものが多く、スタッフが集まらず、契約できない事態も発生し始めている
●一部ではコスト上昇により採算割れとなっている取引先も。特に、高齢者施設など社会インフラを担っている施設は給食予算の
上限が決められているため値上げが難しく、社会的意義から撤退も困難な状況

●既存のビジネスモデルだけでは労働力がボトルネックとなり、成長余地が限定される蓋然性が高いと想定されたため、
他社買収によるスタッフや技術の取得を契機に、真空調理技術を用いた食事宅配事業に参入

●新規事業参入によりオペレーション効率化と赤字クライアントの収益改善効果を期待
　・センターオペレーションにて調理を行うことから、現地では湯煎で温め盛り付けるのみで給食が提供可能となり、現地オペレーション   
を効率化

　・今まで営業赤字となっていた取引先に対し、新たなオプションとして真空パック技術を利用した給食導入を提案し、収益性を改善

経営環境
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Case Study
Case Study

課題解決の
ヒントを探る
課題解決の
ヒントを探る

H社の現状と解決すべき課題H社の現状と解決すべき課題

問題の原因と解決すべき課題

H社の現状（問題点）

Ｈ社の現状（新事業参入の背景）
給食市場は新規案件の引き合いや入札があったとしても、現地での労働力確保が出来ず、契約に至らないことも多く、
昨今の採用難の中で成長機会が限定的。
このため成長の柱として、真空パック技術を使った給食宅配事業（新事業）へ企業買収を契機に参入。
今後も買収により多店舗展開が可能なビジネスモデルであり、成長期待が高い。
ただし、早期収益化に向けては大きく3つの課題がある。
　①製品品質の安定化
　②収益性の低い既存取引先への値上げ交渉 / 契約打ち切り
　③新規取引先の開拓

①まずは、現状把握。遊休能力がないかチェック。
②設備稼働率を100とした場合の従業員稼働率から、収益性を試算 遊休能力の活用！
③そのうえで、従業員稼働率を100とした場合の生産キャパシティから収益性を試算し、必要な設備投資を判断！

買収後数年が経ったものの、当初期待された成果が出ず、営業赤字が継続していた。
　●製品品質の安定化及び収益性の低い既存取引先の契約打ち切りは順調に進められた
　●一方、新規開拓が進まず、買収に伴い増加した人件費に見合う売上が得られず営業赤字が継続

H社では新事業に対する商品・サービスの他薦度が極めて低い評価をされている等、既存事業での高い品質・オペレー
ション基準との比較感から、新事業のオペレーション安定化や生産ボトルネックの解消が重要課題と認識されていた。
一方、営業面は軽視されており、既存事業のルートセールス部隊が片手間で営業を担う状態で、動機づけも人材も不十
分であった。これら現状認識を踏まえ、収益化に向けては、営業力の強化が喫緊の課題と認識された。

（※）収益ポテンシャルの試算例 （生産キャパシティ活用時における収益性の変化を試算）

①現状 ②遊休能力の活用 ③生産キャパシティの増強

稼
働
率

設備

従業員

売上高
（生産食数）

営業利益

営業利益率

[XX]％

[XX]百万円
（XXX食/週）

[XX]百万円
（XXX食/週）

[XX]百万円
（XXX食/週）

▲[XX]百万円

▲[XX]％

[XX]百万円

[XX]％

[XX]百万円

[XX]％

[XX]％

100％

[XX]％

[XX]％

100％
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Case Study
Case Study

課題解決の
ヒントを探る
課題解決の
ヒントを探る

改善の方向性と打ち手の実施改善の方向性と打ち手の実施

改善の方向性および打ち手の実施
課題解決にあたり、新規営業力を強化するために新規事業専任の営業担当の配置※1及び遊休能力の活用、将来の生産
キャパシティの増強※2を検討。
　●新規開拓専任の営業担当を配置
　　▷2019年4月に新事業の専属営業担当を1名配置
　　　 ・ 当面は、過去出展した展示会で引き合いのあった企業を中心に新規開拓を行う

　●成長に向けた生産キャパシティの確保
　　▷遊休能力の活用で当面の成長分を確保
　　▷さらなる将来の収益拡大に向けた生産ボトルネックの解消

項目

項目 ポテンシャルの検討 改善効果（最大）

既存事業の営業方法
（ルートセールス型）

新規事業の営業方法
（新規開拓型）

遊
休
能
力
の
活
用

+33％

+40％

+20％

（※1）新規開拓型の営業担当の配置

（※2）収益ポテンシャル

ターゲット

営業時間延長

休日の活用

アプローチ
方法

生産キャパシティ
の増強

営業に求めら
れるスキル

セールス時の
訴求ポイント

●中堅～大企業が中心
　▶社食を有していることが前提

●中小企業が中心
　▶社食を持てない企業

●新規契約獲得は困難であり既存
の契約維持が中心

●日々のリレーション・サービスレベ
ルの確認が中心
●交渉相手は総務部が中心

●新規開拓が中心
●ドアノックや経営者の集まりに参
加することが中心
●社長や親族等のキーマンとの交
渉が中心

●既存契約先との関係構築
●担当者との会話から改善点を鋭
敏に感じ取る

●初対面で心をつかむ
●事前の仮説や会ってからの会話を
もとにサービス導入の糸口がな
いか感じ取る

●安全性
●コスト（予算に応じた調理スタッフ
の配置等）

●福利厚生として魅力度向上

●現在は1シフトでまわせる範囲で営業時間を設定
●周辺住民への影響や生産スタッフの状況に鑑みると営業時間を2.5時間
　延長することが可能
 　▶2シフト制にするオペレーションの変更が必要

●現在は給食提供の2日前に製造することとしており、得意先が週休2日の
ため、当事業も週休2日としていた
●真空パックは保存性が高く休日を利用し製造可能
●また工場や取引先で製品を保管することも可能

●様々な機械を利用し製造しているものの、一番生産能力の低い機械が
チラーであった
●生産能力の低い機械を増強することでライン全体の生産能力を引き
上げ
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Case Study
Case Study

課題解決の
ヒントを探る
課題解決の
ヒントを探る

企業からのコメント企業からのコメント

社長社長

執行役員執行役員

メンバー コメント

中長期的なヴィジョンのもと、問題点の可視化及び方策の明示によって「やるべきこと」

が時間軸上で明確になり、設備投資と営業戦略が連動して計画に落とし込めるようにな

りました。試行錯誤から脱し、展望と自信をもった歩みを進められるようになったのは大き

な収穫です。

新事業部
事業所長
新事業部
事業所長

今まで製造していた作業工程が適正なものであると思っていたが、様々なプランをご提

案頂いたことで視野が広がったように思えます。

一つの方法に固執すること無く、現場の作業工程等については食数増加の状況を考慮

しながら効率的に改善していきたい。

新事業部
係長

新事業部
係長

実際の部分で経営改善に取り組んでいくのは来期からになる。

製造面に関してのプランに疑問はあるが、新事業における目標となる売上額や売上増の

為の営業策については今後の取り組みに生かしていきたい。

目標に向けて、来期予算に営業面の強化と新規機器の導入等を組み入れた。

給食事業
営業部
給食事業
営業部

今回、第三者から見てもらうことにより、現在の課題点（設備や営業）・中長期の見通し

が明確になってきたことで社内で共通認識を持つことができた。 今後、営業強化、設

備投資を計画的に進めていくことで成果を求めていき、第2、第3の新事業拡大を目

指したい。

売上を伸ばすことが肝要であり、またそれが可能であるとのご指摘であったので、その

為の具体的な施策を進める。ご提案に基づいて、2019年度に増産が可能となる設備

投資を行うとともに営業体制を構築することと致します。
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─ 多角化を進めている企業の特徴 ─
給食I社  （コンサル実施：PwCコンサルティング合同会社）

・ 従業員アンケートでは、やりがいは一定程度の評価があるものの、商品・サービス他薦度と職場他薦度が他社比で低
い結果となった。

・ 部門別比較、コメント記入内容からその原因を推量。
・ I社のように新規事業へ多角化を進めている企業では、経営と伝統事業のスタッフとの間に距離が生じやすく、コミュ
ニケーションや目標管理、評価制度等を通して組織全体の熱量向上を意図的に図っていく必要がありそう。

企業の置かれている状況

企業について

会社概要

給食事 業 内 容

アンケ―ト指標結果

3.2点

3.6点

2.7点

54%

商品・サービス他薦度

やりがい

職場他薦度

回収率

（※）5点を満点としアンケートを実施

事業戦略

●給食市場は年率1％強で安定成長している。病院や介護施設などメディカル向けが増加傾向にある一方、全体の過半数を占め
る事業所向け給食は減少傾向にあり、今後も成長は見込み難い

●中食市場はライフスタイルの変化等を背景に、年平均2%強で成長している
●中食事業はセントラルキッチンでの一括生産が可能なため、現地での調理を主とする給食事業と比べて、少ない労働力で供給
可能であり、コスト効率化も図り易い

●市場の動向を踏まえて、当初参入した給食事業から親和性の高い中食事業へ進出。近年では更なる成長・収益確保を目
指して外食事業にもチャレンジしている

　・事業所向けを始めとするコアの給食事業は成長余地が少なく、成長の見込める中食市場へと進出。HACCPを取得し品質管理を徹底
した自社工場を持ち、効率的なオペレーションを実現している

　・更に、BtoBビジネスと比較して高収益が見込める外食事業にも近年進出し、展開する中華・懐石料理店は人気を博している

経営環境

従業員アンケートからの
経営課題仮説の抽出
従業員アンケートからの
経営課題仮説の抽出
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従業員アンケートから
見えた問題点
従業員アンケートから
見えた問題点

現状（問題点）の把握
従業員アンケートは、回収率が対象者の半分程度と他社と
比較して低い。回答内容も、やりがいは一定程度あると感
じているものの、商品・サービス並びに職場の他薦度は低
く、会社に対する関心度や関与度の低さを示唆。
　●商品他薦度は、強い推奨者（5点）が少ない一方、緩や
　　かな批判者（2点）が多い
　●職場他薦度は、強い批判者（1点）が多く、潜在的に大
　　量離職リスクを抱えている可能性

問題発生の原因
問題発生の原因（仮説）をI社のこれまでの事業展開の経緯、コメント内容まで含めたアンケートの属性別回答内容から推定。
　●経営の品質に対するこだわりや想いがスタッフに届いていない可能性
　　・ I社は伝統的にはBtoBビジネスであるが、BtoCビジネスまで含めた多角化を進めており、給食事業等のコア事業のスタッフ
　　  に品質・サービスに対する経営のこだわりや想いが届いていない可能性
　　・ 近年立ち上げた新規事業は経営の関与・関心も高く、商品・サービス他薦度が高い一方、顧客先で調理する必要があり、経営と
　　  物理的な距離が遠くなりがちな給食委託事業は評価が低い
　●中立層が批判層に退化している可能性
　　・ 組織を良い方向に牽引できるスタッフが少なく、中立層が批判者のネガティブなムードに引きずられている可能性
　●無関心のスタッフが多い可能性
　　・ I社は他社と比較してアンケートにおけるコメントの記入率が低い
　　・ 記入内容も他社と比較して、他人事の姿勢で書かれているものや、推薦・批判ともに熱量が低いコメントが多く見受けられ、会
　　  社に対する関心の低さを示唆
　●頑張りに対する報われ感が希薄
　　・ やりがいや職場に関するコメント内容の詳細を見てみると、「努力しても給与が上がらない」といった待遇に関するコメントが
　　  多い

商品・サービス他薦度の点数分布比較

70％

60％

50％

40％

批判層＋無回答
I社
7％
5％

計33％ 計37％

計62％

21％
11％
4％

30％
19％ 24％

13％

34％

28％

5％

2点 3点 4点

5点

1点
無回答

計19％

他社平均 I社 他社平均 I社 他社平均
中立層 推薦層

30％

20％

10％

0％

ポジティブコメント
ネガティブコメントコメント内容の他社比較

Ｉ社のコメント例

商品の味
に関して

やりがい
に関して

人間関係
に関して

リーダー・
管理者
に関して

他社のコメント例

他人事 ＆ 熱量が低い 自分事 ＆ 熱量が高い

“会社の昼食では良いと思う”

“味付けは、レシピ通りに作れば誰が作っても
同じだと思うのですが、日によって色々です”

“味はコンビニや弁当チェーン店に余裕で
勝っていると思う”
“お客様の声を大切にして商品に盛り込んだ
らよいと思う”

“お店を良くしていこうとみんなでがんばれ
ることにやりがいを感じています”
“新しい事にチャレンジしているがまだ完璧に出
来ないのでやりがいを感じているとは言えない”

“心があったかい人が多い”

“適材適所に配属し、能力を最大に活かし、会
社にも貢献できる体制になっていないと思う”

“リーダーが毎日的確に指導してくれる。特
に、終礼の時に反省すべき事を言ってくれる”
“従業員を大切にしない限り、どんどん辞める
人が出てくるし、会社そのものが破綻する”

“与えられたことをスムーズにこなし、人が気付け
ないミスを先に処理できた時にやりがいを感じる”

“誰でも時給が一緒でやりがいがない”

“私とパートさんとの年齢の差がかなりある
ため、喧嘩はない”

“現場で何でも言い合える環境にしてほしい”

“上司が無理のないスケジュール勤務をさせ
てくれる”
“リーダーがトラブルがあった時も頼りにな
らない”
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解決すべき課題
（仮説）の特定
解決すべき課題
（仮説）の特定

企業からのコメント企業からのコメント

社長社長

経営企画
本部長
経営企画
本部長

メンバー コメント

顧客満足度、自社商品の価値を高めるためには、従業員満足度を高める必要があることを
再認識した。そのためにも必要なものは従業員それぞれの公平な評価である。永年勤続表
彰など出来ることから始めて、改めて社員面談の時間を確保するなど段階的に評価制度を
構築していけたらと考える。どこの企業も人手不足で人材確保に困窮している時代ではある
が、新規採用に注力するだけでなく、現在在籍している社員の待遇改善や定着率を高める
こともより意識して事業運営に努めたい。

労務状況はおおむね可もなく不可もなくといったところだが、非常に熱心な社員もいれば、
批判的な社員もおり、社内において二極化が進んでいることが分かった。ここでもう一度原
点に帰り、チームワークをよくするためのコミュニケーション作りを大切にしたい。
さらにコンサル会社から推奨された優良社員への表彰制度、並びに人事考課制度、永年勤
続表彰制度の導入も検討したい。

従業員アンケートを中心とした現状分析から、スタッフの会社に対する関心や意欲を引き出すための4つの解決すべき
課題（仮説）を特定した。
　●経営の想いやこだわりをしつこく伝える
　●周囲に強い影響を与えうるスタッフ（インフルエンサー）を特定し、伝道師となるよう感化
　●目的意識を醸成しスタッフの積極性や責任感を向上
　●スタッフの意欲を引き出す評価・報酬体系の構築

解決すべき課題の特定

問題発生の原因アンケート結果から見えた問題点 解決すべき課題（仮説）

・ トップを筆頭に、幹部が注力/非注力事業
の分け隔てなく、ビジョンや目指す姿、品
質へのこだわりを日常的に現場と共有

こだわりや想いをしつこく伝える

・ 日常業務に対する目的意識を持たせ、積
極性や責任感を向上させる

目的意識の醸成によるスタッフの
アクティブ化

・ 納得感のある評価・報酬体系を作る等、
能力や意欲を引き出す

意欲を引き出す評価・報酬体系の構築

＜商品・サービス他薦度が他社比で低い＞
・ 売上の先行指標とも言える商品・サービ
ス他薦度が他社と比べ劣っているため、
将来的な顧客支持の減少を示唆してい
る可能性

・ 他薦度が満点評価のスタッフ割合が他社
は3割程度あるのに比し、半分未満にと
どまる。一方、最低評価者は他社と同水
準で少ない

・ 部門別にみると、コアの給食事業の他薦
度が低いことが顕著

<職場他薦度が他社比でやや低い>
・ 最低評価者が他社と比較して多い

＜経営の品質に対するこだわりがスタッフに伝
わっていない可能性＞

・ 事業の多角化等により、社内の関心が新規事業系
に多くを割かれ、コアの給食事業のスタッフが経
営の商品・サービスへのこだわりを感じる接点が
希薄化している可能性があるのでは？

＜中立層が批判層に退化している可能性＞
・ 組織を良い方向に牽引できるスタッフが少なく、
中立層が批判者のネガティブなムードに引きずら
れている可能性

＜無関心のスタッフが多い可能性＞
・ 他社と比べてアンケートに対するコメント付与率
が低く、組織に対して関心を持たないスタッフが
多いのでは？

・ コメント付与者でさえも、他人事&熱量の低い内
容が多く、関心が薄そう

＜頑張りに対する報われ感が希薄＞
・ 努力しても給与が変わらないといったコメントが
多く、頑張りに対して正当な評価をしてもらえな
いという不満が広がっているのではないか

・ スタッフに強い影響を与えうるインフル
エンサーを特定した上、良い方向に牽引
できる伝道師になるよう感化する

組織の中のインフルエンサーを感化
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