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SWOT分析

 SWOT分析は自社の内部環境（強み・弱み）と、外部環境（機会・脅威）をならべ貴社のおかれた状況を俯瞰するた
めのものです。後のクロス分析へとつながっていきます。
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強み（Ｓ） 弱み（Ｏ）

機会（Ｗ）

脅威（Ｔ）

•大口顧客が事業全体を縮小したり、競争環境が
激しくなることによる収益の低下が懸念される。

•機械の性能が上がり、メンテナンスの必要なサ
イクルが長期化し需要自体が以前より減衰して
いる。

•不況により設備更新のサイクルが長期化してい
る。

•設備保全に対する顧客側の知識の低下によるメ
ンテナンスへの意識の低下が起きている。結果
的に予算がとられていないケースが存在する。

•同業他社が増加傾向にある。（建設業全体）
•顧客からの価格圧力が強い。

•社会全体に省エネ意識の高まりによる需要の拡
大が期待できる。

•太陽光、LED照明、デマコン、遮熱塗料、屋上
緑化など、省エネ周辺産業の盛り上がりを見せ
ている。

•工事事業の受注が年度によりばらつく。結果として
経営の中期安定性がなく経営計画の見通しが立てに
くい。

•販路拡大、新規開拓が簡単ではない。既存からの法
人顧客が中心で紹介による広がりしか拡販の手段が
ない。

•新規顧客開拓の活動が定常化・組織化されていない。
•価格競争では勝負していないため、価格で失注する
ことがある。

•特定の顧客への売上依存度が高い。

•社長直轄の各種委員会制度で経営改善が常に行われ
ている。

•案件ごとの粗利管理が徹底されいている。
•社員が自律的に管理する風土が行き届いている。
•社内清掃、身だしなみ、躾など、業務規律が徹底さ
れ顧客第一主義が浸透し従業員によって実践されて
いる。

•秘書検定取得など独自の取り組みをしている
•経営方針や経営実績が半期ごとに全社員に伝達され
ている

•経営書の読書を推奨し全員経営を目指している
•新卒採用を継続している
•太陽光発電の取り付けライセンスを各種保有してい
る。

•保守・修理の品質とスピード、即日対応率100％を
している。

•スピード・品質への拘りが社員に浸透している。
•顧客から即日修理訪問を期待され、それに応えてい
る。

•修理・保守での信頼関係から、工事を受注している。
•いわゆる下請けではなく直接受注をいただいている。
•女性SE活用で販路を拡大しつつある。
•ＷＥＢ販促を積極的に実施している。
•設備診断書を作成し顧客の設備全体をサポートでき
る。

•業界では高水準の限界利益率を維持している。
•固定資産を自己資本でまかなえており安定している。

ポイント

人材・マナー教育

スピード・品質
圧倒的信頼感
リピート顧客

高利益率
省エネトレンド

次の
勝ちパターン



競合分析

 マイケル・ポーターが示した競争状況の俯瞰方法です。５C（５つの競争軸）で現状を捉え、同業種のみならず、多
面的に競争環境を分析し、市場変化と機会を探ります。後のクロス分析につながります。主に、①同業者との業界
内競争、②新規参入の脅威、③代替品の脅威、④顧客の圧力、⑤供給者の圧力、が存在する。
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同業者との競争

新規参入の脅威

代替品の脅威

顧客の圧力、供給者の圧力

ポイント

•同じお客様に対して同業他社との競争がある。
•新規工事では相見積もりが多いため、利益率が低下する傾向にある。
•工事受注はサービスの品質と信頼で勝ち得る場合と、価格で失注する場合に分かれる。サービス
の品質、特に納期や対応スピードについては競合を凌駕する内容を保持している。

•相見積もりなどにならないケースは、見えない同業他社と戦っているとも言える。
•大規模な案件が全体的に少ない中で、工事受注は過当競争になりやすい。結果的に相見積もりに
よる価格競争と収益の低下をもたらしている。

•市場プレイヤーはやや増加しているようであるが、経営に大きな影響を与えるほどではなく、目
立った脅威とはなっていない。

•設備の耐久性の向上が買換えサイクルの長期化をもたらしている。本質的に業者によるメンテナ
ンス自体が不要となるような耐久性の高い空調設備が現れている。それらによるユーザーのメン
テナンスに対する意識が低下している。結果的に十分なメンテナンス予算が確保されていない場
合が散見される。ユーザーのメンテナンスに対する知識が低下傾向にある。

•顧客からは常に価格圧力が強い。長いお取引の会社でも、競合・相見積もりをいれて価格対応を
迫られる場合がある。代替品の脅威同様に、ユーザー側のメンテナンスに対する意識や知識の低
下、また、空調設備自体の耐久性と性能の向上がもたらすメンテナンスニーズの低下が存在する。

•景気の不透明感から新しいビルや設備の建築自体が少なくなっている。少ない工事案件に対して
過当競争の入札を繰り広げざるを得ない状況がある。

設備性能向上

顧客知識低下

業界規模縮小
過当競争
価格圧力

収益性低下



ビジネスフロー図

 ビジネスフロー図は自社が商品やサービスを市場に供給するまでの流れを図示したものです。SWOTで分析され
た強み、弱みを図式化し、付加価値を生み出す流れのどこに影響があるのかを分析します。後のバランススコア
カードにつながります。供給連鎖（サプライチェーン）の関係を元に、価値連鎖（バリューチェーン）を見出し、本質
的な企業活動の付加価値の源泉を認識します。

4

ビジネス携帯の概要

ビジネスフローの面では供給面のルートが特徴的です。直接資材を購入して加工するケース、設備
を商社経由で購入し納入・設置するケース、あるいは外部の契約した職人さんを派遣し納入・設置
するケース。顧客やその商品特性に応じて最適な供給を行えるのが御社の強みでもあります。

一方で販売先が直接受注という手法に限られているのが懸念点といえます。このまま販路を拡大す
るためには長期的な営業網の整備、営業マンの育成・獲得など巨額の販売網投資と長い時間が必要
になってきます。効率よく販路を広げるためにも地域の大型店舗・商業施設に出入りする他業種の
企業と提携して間口を広げる工夫が必要となります。

他社と提携・連携して販路を広げていくためには自社の強みをシンプルに表現し、知らないお客様
でも興味を持って手にとってもらえるような「フロントエンド商品」が必要となります。御社の場
合、信頼を得た後の受注プロセスは確立されているため、新規顧客に社名を認知してもらうことに
注力して販路を拡大すべきでしょう。

資材メーカ

設備メーカ

職人さん

設備商社

資材商社

直納

自
社

顧
客

自
社

顧
客設備商社

資材商社

直納

提携

現状

今後

新規顧客開拓と
そのための提携を含む
開拓方式の確立が急務



顧客獲得プロセス

 顧客獲得プロセスは、自社が見込み客発掘から、成約、リピート受注に至るまでのプロセスを図式化したものです。
営業アプローチのボトルネックを視覚化し、今後の販売戦略を立てるためのヒントとします。後のクロス分析につな
がります。
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ポイント

現在の新規顧客獲得の流れは、既存客や同業他社からの紹介が中心であり、計画的な顧客増加施策
がとられていない状態です。
今後は対象地域の中でチェーン展開している企業、地元密着している企業のリストを作成し、強み
である設備診断をフロントエンド商品にした顧客開拓が必要です。またそのような企業を顧客とし
ている異業種他社と連携し、連携企業のサービスを補完する形で新規顧客へのアプローチを増やす
ことも求められます。既存客においても紹介によるインセンティブを設定し、紹介されやすいツー
ル作りを行っていくべきでしょう。

事業名：＊＊＊＊事業/＊＊＊商品

同業者/既存客からの紹介

保守・修理依頼

信頼関係の構築・醸成

設備修理の提案/請負

短納期・高品質での満足度UP

リピート受注

受注・定常化までの流れ

商品やサービス開発をして
会社を持続的に成長・発展していく仕組みを
書いていきます。

クライアント企業の組織体制などが
よくわかるように記載します。



人材育成/長期学習プロセス

 人材育成は、「企業の将来の幹部となる経営人材」、「現場組織を維持向上するマネージメント人材」、「現場の生
産性/効率性をあげるスタッフ人材」をどのように育成しているかについて診断いたします。

 長期学習プロセスとは、新規の商品開発やサービス開発を行う上で、社内の業務フローがどのようになっている
かを図示するものです。自社が長期的に魅力ある商品/サービスを市場に提供し続けられるかを俯瞰します。後
のバランススコアカードにつながります。
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商品やサービス開発をして
会社を持続的に成長・発展していく仕組みを
書いていきます。

クライアント企業の組織体制などが
よくわかるように記載します。

長期学習プロセス

現場レベルでは顧客視点に立ち、スピードと品質を重視することが業務フローに落とし込まれてい
ます。これは現場のマネージメント層までを有機的に成長させる風土が有る状態です。
一方で将来の幹部育成、新サービスの開発などは仕組みとしてできていないように見受けられます。
現場のスタッフを教育する仕組みができているのと同じように、企業として目指す姿の中身を細分
化してKPI（重要管理指標）としてビジネスユニットを作りKPI管理・拡大損益をミニ事業部長に任
せるとよいでしょう。経営視点で物事を考える人材が５人もいれば会社を将来大きくしていく時に
良質のパフォーマンスを発揮してくれます。

人材教育：現場のスタッフ人材

スピード感ある業務や、徹底した顧客志向が通常の業務ルールに落とし込まれています。そのため
現場スタッフは正しい先輩の姿を見て企業の姿勢や顧客との接し方をOJTで学ぶ素地ができていま
す。現場スタッフのさらなる活用と、現場マネージメント層の相互理解のためにも師弟制度を設け
るなど、より強固な風土を築くことが大切です。この時期に風土が確立すれば将来の拡大期に要員
を増やしても無理ない成長ができます。

人材教育：現場のマネージメント人材

納期に対する厳しさ、対応スピードの速さ、秘書検定をはじめとしたマナー教育、会社の休日を実
質的になくして顧客満足を高める取り組みが奏功し、現場の自律運営能力は一般的な中小企業の枠
を大きく超えています。マネージメント人材の層を厚くするために、小集団活動を任せ、新しい顧
客満足の取り組みを継続して生み出せる仕組みに取り組むとよいでしょう。

人材教育：将来の幹部となる経営人材

明確な幹部育成のプログラムは行われていませんが、社長の愛読した経営書を読みまわすなど、将
来の経営人材を社内で発掘する素地はそろっています。通常の業務においては、案件ごとに粗利
ベースまで把握させるなど採算管理をしているのが特徴です。これには実務での採算性管理精度を
向上させる効果と同時に、社員の計数感覚、損益感覚、商売勘を醸成するのに大きく役立ちます。
もう少し制度を拡張して小さいビジネスユニットを組み立て、粗利だけではなく経費・投資まで含
めて利益管理させる「ミニ事業部長」を体験できる経営管理手法にチャレンジするとよいでしょう。
経営人材の育成は一朝一夕には成りえません。「ミニ事業部長」システムは有能な社員の能力を最
大限引き出し、仕事のやりがいアップ、離職率の低下、採算性の向上を鼎立させる手法です。



クロス分析 1

 クロス分析とは、自社の強み・弱みと、市場の機会・脅威を照らし、戦略の方向性を模索するものです。後の戦略
ビジョンにつながります。
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SWOT
強み・弱み
方向性を考えてみます。

弱みも
ことを意識して検討します。

強み・弱み × 機会 を活用した方向性

■市場でのポジショニングの転換
市場ポジションを「空調工事」から「省エネサポート」へシフトします。
御社は設備診断書を活用して「施設の空調全体の省エネ提案」ができることが強みです。市場は省
エネ社会への転換期にあり、御社の強みである「空調分野」と「顧客対応力」を活用してより顧客
ニーズの本質に迫る提案を行います。他社より速い速度で市場浸透し顧客の設備の悩みを総合的に
解決するコンサルティングポジショニングが望ましい方向性です。

■業務プロセスのさらなる簡素化、低コスト化で顧客層を広げる
現在の御社はスピード、品質の両面から得られる信頼関係によって非価格競争状態に持ち込み高い
利益率を維持しています。一方でそれがゆえに価格競争になったときの失注が多いのも事実です。
今後は業務を拡大していく上で規模・範囲を拡大できる踏み込んだ価格でも受注できるような業務
プロセス革新も模索する必要があります。顧客との関係性を長期で捉えた場合、参入価格を適正化
することで総合的な売上高・利益額の増額が狙えます。まずは従業員の業務時間分析を行って営
業・設置・メンテのプロセスを合理化し、低価格でも採算が成り立つパッケージを検討することを
始めましょう。業務プロセスを顧客視点で洗練化し通常の活動ルールに落とし込むのは御社の得意
技です。さらにコスト面でも磨きをかけて他者と対等に勝負できる体質を作りましょう。

■女性活用サービスの展開
女性サービスエンジニアの活用により女性専用施設の日中メンテ需要を開拓できます。この特殊な
販路開拓力を橋頭堡に、他社と提携を行ってサービスのOEM化を行います。特定市場での顧客層を
拡大します。

■顧客企業の経営サポート事業を行う
秘書検定や社内清掃などユニークな取り組みは御社の経営基盤の強さ・利益率の高さを支える大き
な柱となっています。この状態は他社から見ても言行一致したすばらしい企業と写ります。これら
の取り組み情報は社員教育、風土改革を求める企業にとり有益な情報となります。そこで顧客企業
に対して経営サポート事業を行うのもよい戦略でしょう。これ以上顧客満足が高くなると、独自性
の高い会社として継続的にメディア掲載を狙えるでしょう。



クロス分析 2
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強み・弱み × 脅威 を活用した方向性

強み・弱み × ビジネスフロー



企業の理念・ビジョン

 企業の理念・ビジョンは、現在貴社で掲げている方針を示します。

 これらに基づき、戦略目標→重要成功要因→業績評価指標→アクションプランを作成していきます。
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お客様へ貢献する
設備のコンビニエンス・カンパニー

品質・スピードへの拘り、
礼節を守り真摯であること、
自己の向上を目指すこと

現在の企業理念・ビジョン



ポジションマップ／戦略ドメイン

 ポジションマップは、市場環境内の自社の位置づけを正しく把握し、将来の方向性を決める図表です。戦略ドメイ
ンは、事業を発展していく上で、「目標顧客、顧客価値、差別化要素」を決める事です。
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空
調
特
化

総
合
設
備
保
守
工
事

請負受注/コンビニエンス型

価値創出提案/市場開発型

ポジショニングマップ/戦略ドメイン

新規戦略ドメインの考え方

サンプルのため開示不可



戦略ドメイン／具体的事業展開案

 前頁にて示したポジションを実現するために、具体的にどのような事業内容を実現していくべきなのかを提言いた
します。
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＜省エネ設備による顧客エネルギー改善事業＞

■事業スキーム：
•現在行っている設備の総合診断を元に、空調設備の型名/年式から、エネルギー効率の高い製品に
変えた場合のシミュレーションを行い、電気料金の削減と省エネサポートを行います。既存の工
事受注から、提案・コンサル型の仕事にシフトしていきます。

■事業ドメインの定義
•ターゲット顧客：店舗、オフィス、施設、工場
•顧客価値：省エネルギー提案を受け、環境対応と運営コスト削減を享受できる
•差別化要素：総合設備診断書による建物エネルギーの最適化提案規律正しいスタッフと、顧客第
一主義による信頼感の情勢

■ストレッチ目標
•電気代の改善幅が大きく、投資回収できる場合は金融機関と連携し、ローンも含めた総合提案が
できるとよいでしょう。

■事業運営上の懸念点
•現場にて型式・年式から消費電力と年間電気代を試算する仕組み作りが必要。
•設備を入れ替える場合の初期投資/ランニングコストでの採算性計算の仕組みが必要。
•空調以外の電気使用（照明/太陽光）も含めて総合的な電気/電力の知見が必要。

具体的事業展開（１）



業績評価指標/重点管理指標/アクションアイテム

 重要戦略要素とは、前項で決めた戦略ドメインに対して重点的に取り組む事項です。

 業績評価指標とは、戦略要素の実現を測る具体的な数値目標です。

 アクションアイテムとは、各業績評価指標を実現するための具体的施策案です。
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重点管理指標

アクションアイテム

業績評価指標

活動計画

新規法人の顧客開拓を進める。 ４月から半期で新規顧客を５件獲得する。

■ターゲットユーザー
•神奈川県内にて、多店舗展開をしている企業
•地元カーディラー/介護施設/レストラン/スポーツクラブなどを潜在顧客とする。

■具体的活動
•上記ターゲットユーザーをリストアップ後、テレマーケテイングを実施し、見込み客を集める。
•テレマ用スクリプト（問答マニュアル）を作成後、まずは営業部門が実施する。
•営業部門によるワークフローが確立したら、事務スタッフが継続してテレマを行う。
•テレマーケティングのポイント：

①女性スタッフ版の提案
②コストダウンにつながる資産調査の実施

■営業ツールの準備
•①実績表（お客様の声）、②会社の強みのＰＲチラシ、③緊急時申し込みＦＡＸチラシ

■フロントエンド商品
•３９００円（サンキュー）点検 ・・・ 一番古い機器、気になる機器の点検
•４３００円（資産）調査 ・・・事務所内空調機器の資産調査

■バックエンド商品
• 通常修理、リプレース、改修工事
改修工事

スケジュール案

サンプルのため開示不可



業績評価指標/重点管理指標/アクションアイテム

 重要戦略要素とは、前項で決めた戦略ドメインに対して重点的に取り組む事項です。

 業績評価指標とは、戦略要素の実現を測る具体的な数値目標です。

 アクションアイテムとは、各業績評価指標を実現するための具体的施策案です。
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重点管理指標

アクションアイテム

業績評価指標

活動計画

設備診断の実施による顧客信頼性の確保 ４月から半期で６件を実施する。

■ターゲットユーザ
•既存客４社 神奈川県地場企業で多店舗展開している企業
•新規客４社 川崎市、東京都城南地区地場企業で多店舗展開している企業

■具体的活動
•既存客 継続成長が見込める企業をリストアップする。
•新規客 事業所規模１０拠点以上企業をリストアップする。

■営業ツールの準備
•①実績表（お客様の声）、②会社の強みのＰＲチラシ、③緊急時申し込みＦＡＸチラシ
•④設備診断書のサンプル、⑤調査時のイメージ写真

■フロントエンド商品
•４３００円（資産）調査 ・・・事務所内空調機器の資産調査

■バックエンド商品
• 通常修理、リプレース、改修工事
改修工事

スケジュール案

サンプルのため開示不可



現在のバランススコアカード

 バランススコアカードは自社が最終的に経営成果（十分な利益）を出すための経営要素源泉を４段階に分けて俯
瞰するためのものです。最下層の人材・組織から、業務プロセス、商品・顧客が揃って、初めて経営成果（利益）に
つながる様子が関連性で整理できます。将来の自社がどうなりたいかを知るきっかけになり、後の「将来のバラン
ススコアカード」に展開されます。
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強み 弱み

経営結果（売上・利益）

顧客・商品・サービス

業務プロセス

人材・組織・学習・成長

経営結果（売上・利益）

顧客・商品・サービス

業務プロセス

人材・組織・学習・成長

サンプルのため開示不可



将来のバランススコアカード

 前ページで挙げた貴社の現状のバランスカード、ならびに将来ビジョンや強み強化、将来のありたい姿、あるべき
姿を４階層のバランススコアカードでまとめております。組織・人材・教育の面で取り組むべきこと、業務のプロセ
スとして作り上げるべきこと、商品ラインナップ、サービス品質や取引する顧客像、それらがどのように売上・利益
などの経営結果に結びつくかを可視化します。
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将来のバランススコアカード

経営結果（売上・利益）

顧客・商品・サービス

業務プロセス

人材・組織・学習・成長

サンプルのため開示不可


