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Ⅰ.⽀援モデルの概要と実施内容
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Ⅰ-１ 秩⽗版⽀援モデルの特徴と概要
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■産官⾦連携によるローカルベンチマーク⽀援モデル
■ヒアリングは非財務面重視
■出⼝戦略を⾒据えた未来志向型ローカルベンチマーク

【⽀援対象企業】
全10社（業種・事業規模の異なる企業をバランス良く選定）

【⽀援体制】
秩⽗商⼯会議所 秩⽗市企業⽀援センター 地域⾦融機関
※オブザーバーとして経済産業省産業資⾦課、帝国データバンクが帯同

【訪問回数】
各社とも3回（インタビュー2回 報告会1回）

【スケジュール】
10⽉5⽇（⽔）〜11⽉2⽇（⽔）※8社終了、2社は報告会待ち
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Ⅰ-２ 対象企業と⽀援体制
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社名 業種 従業員数 ⾦融機関 市役所
Ａ社 ※ 半導体ウエハ等の研磨加⼯ 136 埼⽟りそな銀⾏ ○
Ｂ社 ⾃動⾞部品等の切削加⼯ 52 埼⽟りそな銀⾏ ○
Ｃ社 きのこ製造業 59 ⽇本政策⾦融公庫 ○
Ｄ社 通信回線⼯事・通信機器販売 4 埼⽟りそな銀⾏ ○
Ｅ社 葬祭業 34 埼⽟りそな銀⾏ ○
Ｆ社 釣具店 3 埼⽟信⽤組合
Ｇ社 旅館 62 埼⽟りそな銀⾏ ○
Ｈ社 ⼯務店 6 埼⽟りそな銀⾏ ○
Ｉ社 観光土産品等の卸売 6 埼⽟縣信⽤⾦庫

Ｊ社 ※ 光学レンズのプレス成形 30 武蔵野銀⾏ ○

（注） ・秩⽗商⼯会議所はすべての企業を訪問
・社名に※がついているものはグループ企業
・市役所は○がついている企業のみ訪問



Ⅰ-３ 実施スキーム
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第１回面談

•ロカベンの概要
説明

•経営者から企業
概況の説明

•非財務面につい
ての質問

第２回面談

•非財務面につい
ての質問

•ヒアリングシー
トの空欄部分に
ついて追加質問

最終報告会

•財務面および非
財務面の分析結
果報告

•重点課題の抽出
結果報告

•今後のフォロー
アップについて

第1回面談の内容を受け、
第２回面談におけるヒア
リング項目を準備

⾦融機関および⾏政を交
え、最終報告会⽤資料に
ついて内容確認

120分 120分 60分
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Ⅰ-４ ⽀援ツール（ヒアリングシート）

非財務情報（４つのカテゴリー）について、あらかじめ質問項目を⽤意しておき、そ
れを埋め合わせるようなインタビューを⾏う
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Ⅰ-５ ⽀援ツール（ロカベン公式ツール）

財務診断ツールについてはあ
くまで非財務シートの補足的
位置づけ。いまの財務状態に
至った要因を非財務情報から
特定し、今後の経営課題とリ
ンクさせる。

ヒアリングシートか
ら要点を公式ツール
（非財務シート）に
落とし込んでいく。
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Ⅰ-６ ⽀援ツール（まとめと提言シート）

ロカベン公式ツールの中で、特に着目すべきと感じた事項について説明する。また重
点課題を提言することで、今後の発展に向けたフォローアップ⽀援に結びつける。



Ⅱ.ロカベン活⽤事例のご紹介
(1)Ｇ社〜旅館業〜 (2)Ｆ社〜釣具店〜
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Ⅱ-１ 旅館業Ｇ社【非財務面】

経営者への着目 企業を取り巻く環境への着目
・経営者は商工会議所副会頭ほか多数の要職
を務め、地域観光振興の大物
・組織を１つにまとめる強いリーダーシップ
・「時流適応経営」が信条、中⻑期目標無し
・経営目標は「顧客満⾜度評価」のみ
・経営理念は全従業員に浸透、朝礼で唱和
・⻑男、甥、娘婿が後継候補。それなりに経
営のことは教えてきた。いざその時が来たら
適正のある者を社⻑にする

・⻄武鉄道のＣＭにより観光客は増加傾向
・秩父の旅館を競合とは思っていない。むし
ろパートナー。多様な業態の宿泊施設ができ
て秩父が活性化するなら歓迎
・今後の競合は本質的な競合は、映画や
ショッピングなどを含む時間消費型のサービ
スを⾏う異業種
・ネットエージェントや観光業者との関係性
が深い。最新情報を常時収集

事業への着目 内部管理体制への着目
・織物業から旅館業へ転換。旅館業を軸に菓
⼦製造や飲⾷事業も⾏う（社員62名）
・顧客ニーズの変化に対し、露天風呂付き客
室やベッド付き和室の設置など、どこよりも
素早く対応
・ネットエージェントを介した個人のネット
予約が急増。
・タブレット端末や多言語化ホームページを
導入予定

・組織図の頂点にお客様。経営者は一番下
・24時間営業でも従業員に負荷をかけないよ
う、勤務体制に配慮。従業員の定着率⾼い。
・顧客からいただいた声（感謝の言葉、ク
レームは）は社内報に掲載し、全従業員に給
料袋に入れてフィードバック
・社内研修として、新人研修、先輩研修、中
堅社員研修の３つを実施。社外研修（セミ
ナー）に積極的に社員を派遣、また外国人観
光客対応として英会話研修等にも派遣。
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Ⅱ-２ 旅館業Ｇ社【財務面】
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Ⅱ-３ 旅館業Ｇ社【まとめと提言】

「時流適応の経営」＝「顧客ニーズの変化に素早く対応する経営」
Ｇ社の強みの源泉

【強みを発揮するためのポイント】
①経営理念の浸透、②「顧客満足度4.5以上（ネットエージェント）」という目
標設定、③顧客の声を社内報で共有、④エージェント等との外部ネットワークと
の強い関係性、⑤お客様を頂点とするピラミッド型組織体制の構築、⑥変化に素
早く対応するための投資戦略

社⻑の経営センスと強いリーダーシップ

高い収益性を生み出す 安全性を押し下げる要因永続的発展のカギ

今後の発展に向けた重点経営課題
１ 後継候補の指名と経営マインド・リーダーシップの醸成
２ 中⻑期的な負債圧縮目標と投資予算の設定
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Ⅱ-４ 釣具店Ｆ社【⽀援の経緯】

（注）財務情報は報告会前に⼊⼒したものであり、インタビュー時点では把握しておりません。

２年前 直 近

■釣具店Ｆ社 家族4人で経営（経営者夫婦、後継者夫婦）
■埼⽟信⽤組合秩⽗⽀店からリストアップされた企業の中から選定
（事前情報）
・過去に経営手法の違いから経営者と後継者の間にミゾ。意思疎通無し。
・オリジナルブランドの販売が好調。全国からネット注文が⼊る。
・秩⽗という⽴地の悪さにもかかわらず、関東近県から来店される客もいる。
・後継者は釣り好き。鮎釣りや管釣りの大会で優勝経験もあり。
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Ⅱ-５ 釣具店Ｆ社【非財務面】

■社⻑は55歳。大手メーカーに14年間勤務、
CAD（設計）を担当。その後、家業を継ぐ。
■渓流釣り・鮎釣りの品揃えがメインだった
が、地元顧客は減少。ルアー釣りにシフト。
■後継者は「試作してすぐ量産」、失敗のリ
スクを考えていない。一時期あまり高額な材
料を仕⼊れたことがあり、厳しく叱責。
■でも後継者がオリジナルブランド（ルアー、
⼯具）の開発・販売に成功していなかったら
今はなかった。
■後継者は遊び人だったが、会社の経営が苦
しくなったら人が変わるように仕事を始めた。
釣りの腕は一流。仲間も多い。
■深夜まで試作開発やインターネットをやっ
ている。試作開発のパートナーで同級生の⾦
属加⼯会社や色彩眼に優れたＭ氏がいる。
■最近、忙しくて釣りに⾏く余裕はなさそう。
■ＮＢは価格競争になりやすく、利幅も低い。
■同業他社が廃業する中でも売上と利益は少
しずつ増えている。
■後継者と仕事上の会話はほとんどない。

第１回面談 経営者
■高校卒業後、鉄道会社に就職するも１年で
退社。⼊社後、数年は遊んでいたが、経営が
苦しいことを知り、⾃分が頑張ろうと思った。
■プロ⽤のリールを分解する⼯具やメンテナ
ンスオイルがなかったので⾃分でつくった。
その後、ルアーも開発した。
■最初は⾃⼒で販売したが、売れなかった。
■釣りマニアかつネットの情報発信⼒がある
人を全国に募り、スタッフとして配置した。
■その上にプロスタッフという人をつくり、
試作品を提供。釣果のデータを収集した。
■釣れる要素が「色」ということがわかり、
色彩眼に優れたＭ氏を開発パートナーとした。
■ネット販売が爆発的に増えた。家族従業員
にＩＴを使いこなせる者がいないので、⼊⾦
確認と発送開始メールは⾃分が対応。それに
追われ、新商品開発が出来ない。現場に⾏け
ないのでトレンドも掴めない。
■この状態は「病気」、数年後、当社はどう
なっているかわからない。既製品をネットで
売るしかないのではないか。
■⽗は⾃分のことを認めているのはわかる。

第２回面談 後継者
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Ⅱ-６ 釣具店Ｆ社【まとめと提言】

今後の発展に向けた重点経営課題
１ オリジナル商品の開発強化（ビジネスパートナーとのネットワーク強化）
２ 後継者の間接業務負荷軽減（通信販売受注発送業務の⾒直し）
３ 経営者と後継者のコミュニケーション機会の構築

最終報告会 経営者

渓流、鮎釣り関連市場が縮⼩し経営環境が厳しい中で、売上増加を継続

■目に⾒えている現象 ⇒ オリジナル商品の販売が好調

最大の強み「後継者によるブランド確⽴のための高度なビジネスモデル」

（販売面）・スタッフという全国組織による情報発信
（開発面）・データ活⽤による試作開発（プロスタッフ）・色彩眼に優れたＭ氏との連携

後継者が間接業務におわれ、最大の強みであるオリジナルブランドの開発・販売モ
デルが崩壊しつつある状態。顧客やビジネスパートナーとの接点確保が急務



Ⅲ.まとめ
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Ⅲ-１ ロカベン活⽤で必要なこと＆今後の課題

■「経営者と⽀援者は対等の⽴場」という認識
■「現象面」の指摘に終わらず「真因」を特定せよ
■財務診断結果に一喜一憂せず 未来の財務を創れ
■「出⼝」に誘導、経営者を動かしてこそ⽀援者
■多様な機関が連携した方が⽀援の幅が広がる

今後の課題

・本物のローカルベンチマークを推進できる人材の育成
・非財務面から導かれた事業性についての組織的理解

必要なこと
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Ⅲ-２ 終わりに

ご清聴ありがとう
ございました


