平成 28 年度
「中小企業診断士の活用成功事例」
く(()
協会では、都道府県協会の中小企業診断士を対象に中小企業の経営者と会員診
断士の 間で成し遂げた経営革新や創業・転業等の成功事例を広く募集し、中
小企業の経営者が見て“ 診断士の 診断・ 支援ってすごい”
、
“診断士に診断・
支援をお願いしてみたい” と感じ させるような事例をとりまとめました
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〇スイミングスクール事業、フィットネス事業

知的資産経営

〇住所：千葉県習志野市大久保 2-13-1
〇代表者：代表取締役社長 森田 勇

会社の強みを再認識、PDCA を回し
続けて生産性が 31％アップ！

〇従業員数：89 名
〇企業 HP： http://www.cacsc.net/

～人財を活かし切る知的資産経営～

株式会社千葉アスレティックセンター
1.企業の経営環境
同社は、会員数 3,400 名を誇る千葉県習志

企業の沿革
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しかし、今日に至る道程は決して平坦ではなかった。人口減少・少子高齢化などの社会的ト
レンドに加え、コナミ、セントラルなどの大手スポーツクラブやライザップなどターゲットを
絞った新興のスポーツクラブに徐々にシェアを奪われ、バブル期では一時 4,000 名を超えた会
員が平成 24 年には 3,000 名を割り込み最盛期の半減近くにまで会員数を減らし、ついに平成
23 年には赤字に転落するに至った。
その後、当事例「知的資産経営」に取り組み、短期・中長期の戦略を立案するとともに、全
社を上げての改善活動に継続的に取り組んだ結果、初年度の黒字転換、3 期連続の増収増益を
成し遂げた。
２.事業内容
事業は、ジュニアとフィットネスの 2 つで構成されている。
ジュニア事業は、スイミングと体操よりなりそれぞれ売上高の 50%、10%を占めており、かつ
収益性も高い。特にスイミングは同社の強みであり同社の売上・利益を稼ぎ出す屋台骨の事業
である。一方、大人を対象とするフィットネス事業は、マシンジム、スタジオ、コンビニフィ
ットネス、スイミングよりなっており、売上高こそ 30%を占めるものの、厳しい競合にさらさ
れ、現在も低収益の体質からは完全に抜け出すまでには至っていない。
３．同社との出会い
平成 25 年々初、森田社長が取引金融機関から経営コンサル支援の話を持ちかけられた。その
際、社長は単なる経営診断でない社員の意識改革に繋がる取り組みを求められ、取引金融機関
が東京協会「知的資産経営研究会」宮崎会長を紹介し研究会活動の一環として支援を始めたの
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が、同社とのお付き合いの始まりである。その後、宮崎会長以下、筆者を含めた研究会メンバ
ーによる知的資産経営報告書の作成支援や中小企業診断士実務補習などの活動の後、筆者が顧
問として改善活動に継続して取り組んで来たのがその経緯である。
４.支援前の問題・課題
平成 25 年当時、社長と初めてお会いしお話を伺った時点では、リーマンショック後の売上の
低迷に伴う経営状況の悪化により赤字に転落しており会社の存続も危ぶまれる状態であった。
不採算事業の店舗を閉鎖するなど当面の緊急処置を行ったものの、経営状況の悪化に伴う社員
の士気の低下は避けられず会社の雰囲気は停滞していた。
金メダル選手を輩出するなどコーチの指導力には定評のある同社であったが、コーチをはじ
め多くの従業員は自信を失っており、社長ご自身も漠然たる会社の問題を認識しつつも、当時
の状況を招いた多くの問題の根本原因は何なのか、また具体的にどこから手をつければ良いの
か、暗中模索の状況であった。
５.支援内容と経緯
知的資産経営とは、企業の知的資産、つまり「企業の競争力の源泉となる、人材、技術、ノ
ウハウ、知的財産（特許・ブ
ランド）
、経営理念、顧客ネッ
トワークなど、バランスシー
トに直接現れない無形の資産」
を明らかにしその強化を図る
ことで、中小企業の最重要経
営資源である「人財力」を高
め、結果的に売上と収益性の
強化を図る取り組みである。
(1)SWOT 分析ワークショップ
知的資産経営の取り組みの
はじめとして、幹部社員と丸
一日かけて SWOT 分析ワーク
ショップを実施した。同社を
取り巻く環境を再確認すると
ともに、社員が自覚していな
い当社の知的資産（＝強み）
に対する気付きを与える事が
目的である。
ワークショップでは、今後習志野市の人口は漸減し、特に同社の得意とするジュニア人口が
平成 24 年の 2.32 万人から 30 年後の平成 53 年には 1.74 万人と 25%の減少、逆に 65 歳以上の
シニア人口は 3.36 万人から 4.63 万人と 38%増加が見込まれることなど、シニアマーケットの
重要性を認識した。また、コーチの指導力、同社の地域におけるブランド力とマーケティング
ノウハウによる集客力同社の知的資産（＝強み）として、改めて再認識した。
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(2)知的資産経営報告書作成
平成 25 年 10 月、SWOT 分析ワークショップの結果を知的資産経営報告書としてまとめた。報
告書では、短期施策としての「地域ジュニア需要の確実な取り込み」による当面の経営原資の
確保と中長期施策としての「フィットネス事業におけるシニア需要の掘り起こし」を掲げ経営
戦略とした。
(3)PDCA を回す仕組み作り
知的資産経営報告書は作成したものの、PDCA の実践までには 1 年間を要した。社員に PDCA
を受け入れる素地が全くないとの社長および幹部社員の判断である。その後、掃除のアルバイ
トやバスの運転手への知的資産経営報告書の主旨説明・コミュニケーションから着手し、社長
が不退転の決意を持って改革に臨んでいることを示し徐々に改革の機運を高めていった。
平成 26 年 9 月、満を持して全社への改革の方針を示すべく、マネジメントの役割分担の明確
化と組織変更、月度 PDCA 会議の創設を経営方針説明会で社長が全社員の前で宣言した。
(4)PDCA の実践
平成 26 年 10 月の新年度より PDCA 活動を開始した。

スイミング、体操のジュニアおよびフィットネス各部門の業績を月度の入会・退会者数を KPI
として、月度 PDCA 会議で評価（Check）している。さらに、その問題点を幹部社員間で共有、
その要因分析に基づく対応策を決定（Action）
、そして部門の PDCA 責任者が実施施策の立案
（Plan）
、実行（Do）し、翌月の PDCA 会議でその結果を再度評価するという一連の PDCA サイク
ルを回し続けている。
また、目標達成のキーとなる部門の重要施策は、それぞれ PDCA チェックシートを作成し、A4
一枚で PDCA の内容を簡潔に記述することで PDCA 会議内および部門従業員間で共有している。
この様な PDCA 活動は、大手企業では常識的な当然の施策であるかも知れない。しかし、中小
企業にとっては、会社の中長期の戦略を立案し従業員全体に PDCA を回す動機付けを行い、かつ
それを定期的に実施する仕組みと機運を作り上げる事は容易ではない。このように知的資産経
営は、安易な資本の投入による一時的な業績の向上を狙うのでなく、知的資産（＝企業の強み）
を明らかにし人財を究極まで活かしきる経営手法である。
６.支援の成果
(1)定量的効果
売上高は支援前の平成 25 年度に比べ、13%の増加に数字上は留まっているが、従業員は 103
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名から 89 名と 14 名減少しており、一人当たりの生産性で比較すると、全社員平均で 31%の生
産性向上を達成している。人財を活かしきる知的資産経営としては誇るべき成果と言える。
また、その結果として単年度黒字転換を果たした他、支援開始後 3 年連続で増収増益、特に
本業の儲け、営業利益は平成 25 年度に比べ 4,100 万円の増加、増加率 273%達成の見込みであ
る。
平成25年
売上高（百万円）
営業利益（百万円）
経常利益（百万円）
当期純利益（百万円）
従業員数（人）
生産性：従業員一人当た
りの売上（百万円／人）

¥304
¥15
¥3
¥-7
103
¥3.0

平成26年
増加額 増加率
¥319
¥15
5%
¥32
¥17
113%
¥20
¥17
567%
¥19
¥26
103
0
0%
¥3.1

¥0.1

5%

平成27年
増加額 増加率
¥327
¥23
8%
¥37
¥22 147%
¥27
¥24 800%
¥25
¥32
97
-6
-6%
¥3.4

¥0.4

14%

平成28年（予想）
増加額 増加率
¥343
¥39
13%
¥56
¥41
273%
¥43
¥40 1333%
¥28
¥35
89
-14
-14%
¥3.9

¥0.9

31%

(2)定性的効果
①全社員の意識改革の実現
取り組み最大の成果は、社員の意識が変わったことである。自らが主体的に会社・部門・
自身の問題点・課題を発見・認識し改善を実現しようとする企業文化が定着しつつある。
また、その結果、会社の雰囲気が明るくなった。
②戦略（＝企業の進むべき道）の明確化・全社員間の共有
会社としての戦略が明確になるとともに、それが全従業員間で共有されることで、会社
の戦略における自己の日々の活動の位置づけが明確になった。
③PDCA を回す仕組みの定着
PDCA の月次サイクルが確立し、会社および部門のその時点における業績・問題点・対応
策が見える化された。その結果、対策をタイムリーに打つことができる様になった。
経営者の声

代表取締役社長 森田 勇 氏

知的資産経営の取り組みを始めて、少しずつですが確実に社員の意識が変わって行くのが分かりました。
これまでは、色々な施策を立案し実行しようとしても、それをやりきることができず途中で頓挫してしまう
ことがほとんどでしたが、取り組み開始後では、とにかくやり続ける PDCA の効果の大きさを実感していま
す。年度予算策定時には少しムリかなと思えるような目標設定でしたが、毎年それがクリアーできているの
が不思議です。
カイゼンに終わりはないと言います。これからも当社が存続し続ける限り、知的資産経営と PDCA をやり
続けようと思っております。

プロフィール

コヒーレント・コンサルティング 代表 小山 太一
平成 8 年 診断士登録。
情報システム会社において、主に製造業の業務コンサルタントとし
て、業務改革を支援。並行して、中小企業に対しても知的資産経営
を軸に診断・指導活動を実施中。平成 25 年、情報システム会社退
職。コヒーレント・コンサルティング設立。

8

