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ローカルベンチマークの位置づけ ３つの共通項＋α

コミュニケーション・ツール

⑤支援策の
検討

森下 加筆
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非財務データ項目 チェック・コミュニケーション シート（例） ①ヒヤリングの漏れを確認する ②非財務項目を、価値（利益貢献度や品質、業務の迅速度）と模倣困難性で評価する ③気づき事項を記載する ④気づき事項から次に実施する事項を検討し記載する
⑤企業の持続的成長に資する支援方針を立案し、実行する ⑥実行結果について評価を行い、次の支援策立案に活かす

企業名 ヒヤリング実施日 年 月 日 記載者 所属・氏名 BEN'sメソッドⓇシート

着目点 具体的な項目例
チェック項目

インタビューが一段落した時などに、聞き漏れがないか確認する
チェック

価値（利益、
品質、時間
への貢献
度）

a

模倣困難
性

b

評価

a×b
気づいた事項

次に行うこと
（必要に応じて実施事項等を決める）

経営者への着目

経営者自身について

・経歴や経験から今の事業の繋がりが分かるか
・プラス思考か
・社内コミュニケーション（キャッチボール）の機会を設けているか
・外部の組織や機関との繋がりはあるか
・海外情報に関心があり、情報を入手する手段を持っているか

0

経営者の思い、事業の方向性、ビジョン、経営理念
・経営にかける熱意を感じるか（バイタリティを感じるか）
・事業において何を実現したいか、明確になっているか
・実現するために何が必要か、明確になっているか

0

後継者の有無

＜事業承継がテーマの場合＞
・後継者は決まっているか
・後継者は引き継ぐ事業の強みや課題を把握できているか
・後継者に事業を引き継ぐ手順やスケジュール（計画書）はあるか
・後継者に経営者としての力量を高めるための取り組みをしているか

0

経営者の再生に対する意識、スタンス
＜再生がテーマの場合＞
・事業不振の原因が明確に捉えられているか
・改善のきっかけや手順が考えられているか

0

事業への着目

企業および事業の沿革
・企業の沿革において、ターニングポイントとなった事柄が聞けたか
・そのターニングポイントにおいて、どのような取り組みをされたか
・そのターニングポイントで何が生まれ、会社はどのように変化したか

0

商流について
製品、サービス、ビジネスモデルについて

・事業の強み（差別化のポイント）は明確になっているか
・製品やサービスの特長が明確になっているか
・対象顧客は明確になっているか
・知的財産を活かす方法が明確になっているか

0

技術力、販売力の強み、課題はどこにあるか

・顧客から選んでもらっている理由は把握できているか
・そのための取り組みや仕組み（人的資産、組織資産、関係資産、物的資産）が明確
になっているか
・取り組みの内容やその進捗管理の仕組みがあるか、PDCAが回っているか、進捗の
適宜な見直しができているか
・事業の実現においてボトルネックは明確になっているか
・ボトルネックを解消するための取り組みは計画されているか、実施されているか、実
施結果を評価しているか、見直しをしているか

0

取引先数

・販売先は分散されているか
・販売先は増えているか（増やす方向性は根拠があり明確か
・調達先からの安定した調達はできているか（タイムリーさ、品質面、コスト面、情報交
換はされているか）
・調達先の評価と見直しは定期的にされているか

0

企画から商品化するまでのスピード
一単位あたりの生産時間

・製品企画から製品化、販売までの時間は評価の対象としているか、把握できている
か
・生産時間の把握はできているか
・それらの時間の評価判定はされているか
・迅速な実現に向けた取り組みはされているか（PDCAが速く回っているか、QC活動な
どの改善活動の実施）
・作業マニュアルは整備されているか、順守されているか

0

ITの能力
イノベーションを生み出せているか

・ICTの活用に特長的な活用がされているか
・ICTの効果を把握しているか
・情報セキュリティの対策は取れているか

0

事業用資産と非事業用資産の区別
＜再生に関して＞
・売却可能な資産はあるか
・具体的な資産内容はリストアップされているか

0

企業を取り巻く環境、
関係者への着目

市場規模・シェア
競合他社との比較

・外部環境の変化（顧客、市場、競合、新規参入、技術、社会）に対する把握は実施し
ているか（どのようなリソースからか）
・競合の動きを知っているか・
・競合との違い（企業規模、付加価値、収益性、成長性）を把握しているか

0

顧客リピート率
主力取引先企業の推移

・顧客のリピート状況は把握されているか
・顧客リピート件数や率は把握されているか
・紹介の件数は増えてるか、把握しているか

0

従業員定着率
従業員勤続日数
従業員の平均給与

・従業員の定着率の高さの評価はされているか
・従業員のモチベーションを高める取り組みをしているか 0

取引金融機関数とその推移
・金融機関との関係が良好か
・経営に関する相談が気楽にできる金融機関があるか 0

内部管理体制
への着目

同族企業か否か、社外取締役の設置状況
組織体制

・役員会議は定期的な開催がされているか
・意見交換の議事運営になっているか
・議事録は作成され、定期的な見直しがされているか

0

経営目標の有無と共有状況

・経営理念を踏まえた経営目標が設定されているか
・経営目標を元にした部門の目標が決められているか
・目標の進捗管理はできているか、目標を達成するための具体的な活動が決められ
ているか

0

人事育成のやり方、システム
・業務を遂行するために必要な力量は明確になっているか
・従業員を育成し、必要な力量を持たせる仕組み（制度）があるか
・多能化されているか、一人に仕事を任せる状態になっていないか

0

社内会議の実施状況

・顧客の声（感謝、苦情、クレーム）を社内で検討する機会があるか
・その機会は、次の改善や改革に繋がっているか
・会議は部門の情報共有と迅速な意思決定体制になっているか
・課題は早期に解決できる体制になっているか

0

コンプライアンス上の問題が無いか
・事業にとって必要な法規制は把握できているか
・法規制に準拠した社内体制になっているか
・信頼性の高い弁護士との関係を持っているか

0

支援方針

立案 年月日 支援事項(WHAT) 誰が(WHO) いつまでに(WHEN) どのように(HOW TO) どれぐらいまで(HOW MANY) 承認・印 年月日

支援実施結果報告 今後の支援課題

年月日 結果報告 支援課題

１．着目点
２．具体的な項目例
３．チェック項目
（インタビューが一段落した時などに、聞き漏れ
がないか確認する）

４．チェック欄
５．“価値（利益、品質、時間への貢献度） a“
６．“模倣困難性 模倣忌避性 b“
７．“評価 a×b“
８．気づいた事項
９．次に行うこと（必要に応じて実施事項等を決める）

支援方針 Ｐ
１．立案年月日
２．支援事項(WHAT)
３．誰が(WHO)
４．いつまでに(WHEN)
５．どのように(HOW TO)
６．どれぐらいまで(HOW MANY)
７．承認・印 年月日

支援実施結果報告 Ｄ・Ｃ
１．報告年月日
２．結果報告
今後の支援課題 Ａ
３．支援課題

コミュニケーション シート

Ｐ 支援計
画

Ｄ 支援の
実施

Ｃ 支援結
果の評価

Ａ 支援結
果の見直し
と再計画

ヒヤリングした定性情報も一定の評価
指標が必要（更に価値を上げるため、
改善のため）。また、第三者とのコミュ
ニケーションを通じて事業価値向上に
活かす、ＰＤＣＡを回すツールが必要



TSUTOMU Management Research Labo (C)All rights Reserved 4

経営者用 コミュニケーション シート

非財務データ項目 経営者用コミュニケーション シート（例）

企業名 記入日 年 月 日

着目点 具体的な項目例 ご質問事項 記入欄

経営者への着目

経営者自身について

・経歴や経験についてお教えください。
特に、現在の事業との関わりについてお教えください。

・社内コミュニケーションはどのように図っていますか。
・外部組織への参加や、外部機関とのつながりはありますか。あればどのような組織や機関でしょう
か。
・海外情報を入手する手段をお持ちでしょうか。

経営者の思い、事業の
方向性、ビジョン、経営

理念

・貴社の事業において何を実現したいのでしょうか。社長の思いは何でしょうか
・実現するために何が必要とお考えででしょうか

後継者の有無

＜事業承継がテーマの場合＞
・後継者は決まっていますか
・後継者は引き継ぐ事業の強みや課題を把握できているでしょうか
・後継者に事業を引き継ぐ手順やスケジュール（計画書）はございますか
・後継者に経営者としての力量を高めるための取り組みをされていますか

経営者の再生に対する
意識、スタンス

＜再生がテーマの場合＞
・事業不振の原因は何でしょう
・改善のための手順はございますか

事業への着目

企業および事業の沿革

・企業の沿革において、ターニングポイントとなった事柄はございましたか
・それはどのようなターニングポイントだったでしょうか
・そのターニングポイントにおいて、どのような取り組みをされましたか
・そのターニングポイントで何が生まれ、会社はどのように変化しましたか

商流について
製品、サービス、ビジネ
スモデルについて

・事業の強み（差別化のポイント）は何でしょうか
・製品やサービスの特長な何でしょうか
・対象顧客はどのような顧客で、何が解決できるのしょうか
＜知財がテーマにある場合＞
・知的財産を活かす方法はどのようｌにお考えでしょうか

技術力、販売力の強み、
課題はどこにあるか

・顧客から選んでもらっている理由は何でしょうか
・そのための取り組みや仕組みはどのようにされていますか
・取り組みの内容やその進捗管理の仕組みがどのようにされていますか
（いわゆるPDCAはどのように回していますか）

・事業の実現においてボトルネックはありますか。あれば、どのようなボトルネックでしょうか
・ボトルネックを解消するための取り組みは計画されていますか、実施されているか、実施結果を評
価したり、見直しをされていますか

取引先数

・販売先は分散されているか、集中していますか。どのような具合でしょうか
・販売先は増えていますか（増やす方向性はどのようにされるご予定でしょうか
・調達先からの安定した調達はできていますか（タイムリーさ、品質面、コスト面、情報交換はされて
いるか）
・調達先の評価と見直しは定期的にされていらっしゃいますか

企画から商品化するま
でのスピード

一単位あたりの生産時
間

・企画から製品（サービス）化、販売（サービス提供）までの時間は評価されていますか、また把握さ
れていますか
・生産やサービスの１つあたりの時間の把握はできていますか
・それらの時間の評価判定はされていますか
・迅速な実現に向けた取り組みはされているか
（いわゆるPDCAが速く回していますか。QC活動などの改善活動はされていますか）
・作業マニュアルは整備されていますか、守られていますか

ITの能力
イノベーションを生み出

せているか

・普段、ＩＴはどのような分野にお使いでしょうか
・ITの効はを把握されていますか
・情報セキュリティの対策はされていますか

事業用資産と非事業用
資産の区別

＜再生に関して＞
・売却可能な資産はございますか
・具体的な資産内容はリストアップされていますか

企業を取り巻く環
境、

関係者への着目

市場規模・シェア
競合他社との比較

・外部環境の変化（顧客、市場、競合、新規参入、技術、社会）に対する把握はどのゆにされていま
すか。またどのような所から情報を入手していますか
・競合の動きは把握されていますか
・競合との違い（企業規模、付加価値、収益性、成長性、強み、弱み）は把握されていますか

顧客リピート率
主力取引先企業の推移

・顧客のリピート状況は把握されていますか
・リピートの顧客はなぜ貴社を選んでいるか把握されていますか
・顧客リピート件数や率は把握されていますか
・紹介の件数は増えてますか、把握されていますか

従業員定着率
従業員勤続日数
従業員の平均給与

・従業員の定着率の評価はされているますか
・従業員のモチベーションを高める取り組みは何かされていますか

取引金融機関数とその
推移

・金融機関には何を相談されていますか
・経営に関する相談が気楽にできる金融機関はございますか

内部管理体制
への着目

同族企業か否か、社外
取締役の設置状況

組織体制

・役員会議は定期的な開催がされていますか・意見交換の議事運営になっているか
・議事録は作成され、定期的な見直しがされていますか

経営目標の有無と共有
状況

・経営理念を踏まえた経営目標が設定されていますか
・経営目標を元にした部門の目標が決められていますか
・目標の進捗管理はどのようにされていますか
・目標を達成するための具体的な活動は何をされていますか

人事育成のやり方、シ
ステム

・業務を遂行するために必要な力量は明確になっていますか
・従業員を育成し、必要な力量を持たせる仕組み（制度）にはどのようなものがありますか
・多能化（一人でいろんな仕事ができるようにすること）への取り組みはされていますか

社内会議の実施状況

・顧客の声（感謝、苦情、クレーム）を社内で共有する機会にはどのようなものがありますか
・その機会は、次の改善や改革に繋がっていますか
・会議は部門の情報共有と迅速な意思決定体制になっていますか
・課題は早期に解決できていますか。早期に解決できる仕組みはありますか

コンプライアンス上の問
題が無いか

・事業にとって必要な法規制にはどのようなものがございますか
・法規制に準拠するための社内体制にはどのような体制がございますか
・信頼性の高い弁護士等との関係を持っていらしゃいますか

●記載を経営者等にお願いした場合、経営者側が
何を書けば困ることが想定されます。
そのために、何を書けばよいかを示したガイド例
です。

●より深いコミュニケーションを図るための入り口とし
て利用できるひとつのツールです。

ヒヤリングした際に、経営者が何を答えれば良い
か迷いそうなので、ヒヤリングの趣旨を理解しても
らい、あらかじめ記載して頂くことで、第三者とのコ
ミュニケーションを円滑にするためのシート。


