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要旨	

•  ベンチマーキングは、優れた他社と比較して、自社のビ
ジネスモデルを改善・改革するビジネス改革の手法であ
る。	

•  その優れた企業を探し出す手段の一つとして、財務ベン
チマーキングを適用し、見積キャッシュフロー、総合投資
利益率、機械装置投資利益、情報投資利益率に注目し
てベンチマーク企業を特定し、	

•  それらの企業のベンチマークされるべきビジネスモデル

あるいはビジネス方法を検討する。 	
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はじめに	

•  米国では、持続的な競争優位を実現している企業は、全
企業の2~3％に過ぎないし、競争優位実現の期間はます
ます短くなっているし、さらに「いったん失っても、再びそ
れを獲得する企業が増加している（入山章栄(2012)）。す
なわち、ビジネスモデルを日々改善・改革しなければなら
ない状況にある。 	

•  前報では、見積(pro forma)キャッシュフローの大きい上
位企業を選び、外国為替市場における円高に耐えて業
績を伸ばした企業の収益構造を分析したが、本報では総
合、設備、情報の各利益率（利率）に優れたベンチマーク
企業も加えて、そのビジネスモデル分析とビジネス方法
の構築方法を検討するこことする。 。 	
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ビジネスモデルライフサイクル	
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ライフサイクルの構築	

•  Porter(1985) の企業活動価値連鎖にグローバル展開
（活動別配置・調整問題） (1986)を重ねるとビジネスモデ
ルの源流になる。	

•  Osterwalder & Pigneur (2010)はビジネスモデルは、 ９個
の要素からなり、どのように価値を創造し、顧客に届ける
かを論理的に記述している。	

•  Magretta (2003)はビジネスモデルは、ものをつくる活動と、
物を売る活動からなるとしている。	

•  さらに、ベンチマーキングを加えると筆者のビジネスモデ
ルライフサイクルになる（前報(2013)）。	 
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ビジネスモデルとビジネス方法	

•  ITベンダーや電機メーカーは、サービス企業向けに、そ
のサービスを実施するためのシステムや機器を売り込む
ために、サービスの発明を特許出願している。 	

•  一方、サービス産業では新ビジネスモデルの創造は現場
の従業員が主導する。サービスでは顧客視点が重要で
あり、現場の発想・気付きによる発明が多いためである。 	

•  特許には「自然法則を利用」したものという要件があるの
で、ITが活用されたビジネス方法は特許化できる。しかし、
人が行うサービスはは権利化できない。（幡鎌(2010)）	

•  すなわち、要素であるビジネス方法の特許は、それを含
むビジネスモデルにより、その価値が決まるといえよう。	
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ベンチマーキング－ 前報の結果	

キャッシュフロー上位10％、円高以前も以後も総合利率が正値の企業	
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ベンチマーキング－ 本報の結果	

総合利率が正値で、各利率上位の企業（重複を除く）	
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ベンチマーキング－ 結果	

•  前報の結果－ザ・トーカイを除く9社の中で、円高後も業
績を伸ばしたのは、DeNA（ディー・エヌ・エー）、ケーズ
HD（ケーズホールディングズ）とファーストリ（ファーストリ
テイリング）の3社だけで、製造業はその他製造業任天堂

を除いて一社も選ばれなかった。 	
•  本報の結果－製造業が4社入っているが、円高後も総合

利率が増加したのは、DeNA、ケーズHD、ファーストリ、カ
カクコムの4社であった。	

•  そこで、前報の3社にカカクコムを加えた4社について、
新の事業系統図とその過去5年間の変化について述べ
る。 	
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事業系統図の変化－DeNA 

•  2008-09　ソリュウション事業から撤退	

•  2009-10　新たに、ゲームデベロッパーを参加させ、他社
プラットフォームにゲームの提供をするようにし、事業領
域を再編成して、Webコマース事業とモバイル事業から、
ポータル・マーケティング事業とコマース事業の二本立て
とした。前者には広告提供、ゲーム提供、携帯電話ユー
ザ向けの有料アイテムを提供を、後者には、オークション、

ショッピングサイト、決済エスクロウサービスを配した。 	
•  2010-11　携帯総合ポータルサイトを拡充し、携帯専用

ファッション系ショッピングサイトを整理した。 	
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事業系統図の変化－ケーズHD 

•  2008-09　持分法適用関連会社を外し、新たに1社を加え、

フランチャイズ契約加盟店を8社から5社に減らした。 	
•  2009-10　店舗の賃貸をしていた連結子会社をなくし、新

たにエンターテイメント商品の運営管理をする連結子会
社を加えた。 	

•  2010-11　パソコン教室の運営をしていた連結子会社をな
くし、エンターテイメント商品を、持分法適用関連会社から
仕入れて、販売をする連結子会社を加えた。 	

•  2011-12　フランチャイズ契約加盟店を5社から4社に減ら
した。 　	
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事業系統図の変化－ファーストリ	

•  2008-09　ユニクロ事業では、非連結子会社のDesign 
Studio N.Y.とユニクロ・シンガポールを連結子会社にした。	

   衣料品事業では、連結子会社を13社から88社に増やした。	

l  2009-10　ユニクロ事業では、連結子会社を10社から12
社に増やした。衣料品事業では連結子会社を88社から
81社に減らした。	

l  2010-11　ユニクロ事業では非連結子会社を2社増やした。	

　 衣料品事業をグローバルブランド事業(GB事業)と改名し、
連結子会社を81社から86社に増やした。	

l   2011-12　ユニクロ事業では、連結子会社を2社を14社に
増やし、GB事業では、連結子会社を86社から77社にした。 	
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事業系統図の変化－カカクコム	

•  2008-09　系統図としては、ほとんど変化はなく、唯一取
引先・提携先への記事の提供を止めている。	

•  2009-10　親会社デジタルガレージから独立し、金融機関
等とのカバー取引や提携保険会社の各種広告掲載を始
めた。 	

•  2010-11　レストラン等の各種広告を掲載する食べログ業
務を始めた。	

•  2011-12　インターネット・メディア事業の再編成をし、集
客サポート業務、広告業務、販売サポート業務、情報提
供業務、食べログ業務、旅行関連業務から、ショッピング
業務、サービス業務、広告業務、食べログ業務、旅行・不
動産等業務に編成替えした。 	
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ベンチマーキング考察総括	

各社の企業活動の変化をみると、	

l  DeNAは、新たなパートナーとしてゲームデベロッパーを
参加させ、ゲーム配信し、事業領域を再編成している。	

l  ケーズHDは、部分的な商品とグループの入れ替えを頻
繁に繰り返している。	

l  ファーストリは、デザインスタジオを連結子会社にし、連
結販売子会社を大幅に増やして、その連結子会社の入

れ替えを頻繁に繰り返している。 	
l  カカクコムは、Webコマース事業とモバイル事業をイン

ターネットメディア事業に統合して、広告業からより積極
的なユーザ送客業に転換している。 	
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ビジネスモデル	
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ビジネスモデルの模倣	

•  模倣に関する認知理論によれば、複雑なモデルの分解
が必要であるという。分解とは行為を構成する側面を選
び出し、目標と手段の階層的順序を決めることで、	

•  分解は行動分析により行われ、活動を構成要素に分け
て、論理的な脈略に基づき、各要素の性質を把握したり、
要素を選択したり、他の要素に変えたりすることで、	

•  それが要素同士の関係を無視しないためには、それは
要素間の相互作用効果を含めて、さまざまな構成要素を
システム全体に適合させるためにアーキテクチャ知識も
必要であるという。(Shenker (2010)) 

•  以下に述べるSCORによるベンチマーキングはビジネス
モデルの模倣の一つの有効な方法といえよう。	
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ビジネスモデル概念図	

l  前述のベンチマーク企業の事業系統図は、その描画	

　　方法は各社まちまちで統一性を欠き、ビジネスモデル	

　　を構築する上で、重要な手がかりにはなる場合もある	

　　が、ファーストリのように参考にならない場合もある。	

•  さらに、ファーストリのように海外合わせて連結子会社約
90社、店舗約1,100社を網羅するような場合、それらをす
べて描画する詳細図はビジネスモデルを議論するには
煩雑過ぎるので、何らかの概念化が必要であろう。 	

•  たとえば、ファーストリのホームページに掲載されている	

   (http://www.fastretailing.com/jp) 次の図などは概
念図として適当なのではなかろうか。	
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ファーストリのビジネスモデル	

•  典型的なアパレル製造小売業で、商品企画・生産・物流・
販売までを一貫して行っている。ただし、素材製造、商品
生産と倉庫は外注している。その仕組みは：	

•  素材開発・調達とマーケッティングからの提案を受け、
マーチャンダイジングが協力を受けて、生産にデザインを
発注し、商品企画に数量指示を伝える。	

•  生産部はマーチャンダイジングからデザインを受注し、商
品計画から生産増減の指示を受け、品質・生産管理をし、
外部生産工場の技術指導をする。	

•  オンラインストアは在庫コントロールに発注要請をし、値
引指示を、カストマーセンターから顧客の意見のフィード
バックを受ける。	
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ビジネスモデル詳細図	

•  ビジネスモデルの詳細図を描画するに当っては、SCOR
モデル(http://supply-chain.org/scor)が参考になろう。	

•  SCORモデル(http://vcpc.org)は、プロセス参照モデルで、
ビジネス・プロセス・リエンジニアリング、ベンチマーキン
グ、プロセス測定などの周知の概念を統合した多機能的
な枠組みで、下記のことを行う： 	

(1) プロセスの現状を把握し、望ましい姿を引きだす	

(2) 類似企業の運用性能を測定し、ベストインクラスをもとに
社内ターゲットを設定する。	

(3) 目標性能を齎すようなマネジメントの実践とソフトウェア
の特徴を明確にする。	
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プロセス参照モデル	

プロセス参照モデルは、	

•  マネジメントプロセスの標準定義	

•  標準プロセス間の関係性	

•  プロセス性能を測定する標準マトリクス	

•  ベストインクラスの性能を実現するマネジメント手法	

•  標準的な特性や機能	

であるとし、この参照モデルにより競争優位を達成するため	

に有益な行動を起せる、明確な説明ができ適切なコミュニケ	

ーションができる、測定でき管理・統制ができる、特定目的	

のためにその都度見直し・調整が図られるとしている。	
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SCORマネジメントプロセス	
•  Plan: 需給計画とマネジメント	

•  Source: 見込生産品、受注生産品、受注設計生産品	

•  Make: 見込生産、受注生産、受注設計生産品の製造	

•  Deliver: 見込生産品、受注生産品、受注設計生産品の
オーダー管理、倉庫管理、輸送、据付管理	

•  Return: 購入品の返品と納入品の返品受入	

l  レベル1:トップレベル（プロセスタイプ）、	

l  レベル2:コンフィグレーションレベル（プロセスの分解）、	

l  レベル3:プロセスエレメントレベル（エレメントの定義、入
出力、パフォーマンスマトリクス、ベストプラクティス、ベス
トラクティスを支援するシステム機能）　	
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SCOR組立ツールキット	

　ここで、添数字は、1:見込生産、2:受注生産、3:受注設計生	

産、4:リテールで、Eは“Enable”を意味し、(1)ルール確立と管	

理、(2)パフォーマンス評価、(3)データ管理、(4)在庫管理、
(5)	

設備資産管理、(6)輸送管理、(7)サプライチェーン構成管理、	

(8)規則遵守管理、(9)プロセス特性要素	
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例示 
SCOR　 
S1.2 詳細	
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SCOR除外事項	

範囲外プロセスや活動	

•  セールスとマーケッティング	

•  調査や技術開発	

•  製品開発	

•  納入後のカスタマーサポートの一部分	

前提にしてはいるが明確に取上げていないもの	

•  教育	

•  品質	

•  情報技術(IT) 
•  管理運営（SCM以外）	
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販売費 
の検討	
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販売費の検討結果	
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販売費検討結果の考察	

•  取上げた4社のうち、ケーズHDを除く3社の組織（人件
費）利率が負値で、特にDeNAとファーストリの2社の組織
利率が大きな負値になっている。	

•  この3社について、人件費を、人件費に営業関連費用を
加えた経費に代えて、あらためて各利率を求めると、
ファーストリとカカクコムは、総合利率は低下はするが、
経費利率は正値になる。しかし、DeNAは僅かではある
が、負値のままである。	

•  このことは、DeNAについては、営業費を大にする余地が
あるといえるのではなかろうか。しかし、いずれにしても、
この3社は、より効果的な営業活動が必要なのではなか
ろうか。	
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まとめ	

•  前報のベンチマーキングは見積キャッシュフロー規準で
行い12社を選んだが、本報では総合、設備、情報の各利
益規準により、各利益率10位企業30社の中から重複を
除く17社を選んだ。	

•  前報では、製造業は任天堂を除いて、製造業は一社も選
ばれなかったが、本報で、アステラス製薬（化学）、信越
化学工業、日本カーボン（窯業）、日本電業（鉄鋼）の4社
が選ばれた。	

•  しかし、円高以後も業績を伸ばした企業は、DeNA、ケー
ズホールディングズ、ファーストリテーリング、カカクコム
の4社で、カカクコムを除く3社は前報と重複する企業で
あった。	



小松昭英 35 

まとめ (2) 
•  この4社のうち、DeNAはソーシャルメディア事業、ケーズ

HDは家電量販店業、ファーストリはアパレル製造小売業、
カカクコムはインターネット・メディア事業に特化している。	

•  一方、ITの関連からいうとケーズホールディングスを除く3
社は、情報利益率が高い、すなわちITの活用に優れてい
るといえよう。	

•  ビジネスモデル自体については、概念的には有価証券
報告書の事業系統図により大要を把握することができる
が、そのベンチマーキングにはできない。	

•  ビジネスモデル表現として、SCORモデルが一つの有効
な方法といえようか゜セールス/マーケティングを範囲外と
している。参照モデルの開発が望まれる。	
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ご清聴を感謝します	


