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自己紹介 神坂 彰夫
■ ファイブオークソリューションズ株式会社 代表取締役 経営コンサルタント業（マネジメント、マーケティング分野）

・弱者の戦略＆管理会計の視点から経営戦略を構築、実務フォローをモットーとする。

◆ 関係先 ： TAMA協会、中堅、中小企業各社 自治体（板橋区、檜原村）、檜原木材産業協同組合、中小企業団体中央会、

東京都中小企業振興公社等

◆ 関係団体：（公社）日本技術士会 中小企業支援グループ、 青梅商工会議所 東京FEC研究会

特定非営利活動法人 ランチェスター戦略協会、学会、他多数

■ サラリーマン人生：

アルミ総合メーカーで建材部門の法人営業。入社2年で部門営業マン150名中拡販ランキング1位獲得表彰。

別地域に転勤2年で拡販5倍にし新設営業所設立運営。コンサルタント会社に移り経営コンサルタントとして中堅企業

、団体等約50社弱経営支援、アルミメーカー時代の役員が商社に移り役員。その役員に誘われ法人営業中間、上級管理

職。その後、たった一人から社内ベンチャーを立ち上げ4年で年商約10億、損益分岐点達成部門長として創立記念日

社長表彰受賞。退職。

■ 経営コンサルタント人生：

独立の傍ら、東京都中小企業振興公社、中小企業団体中央会で助成金審査、板橋区、大田区で経営支援。並行して、

近年、檜原村地域資源活性化支援アドバイザー、檜原村第三セクター代表取締役、 檜原村木材産業協同組合を設立支援、

まとめあげ、フォローを行う。

▲ 趣味、嗜好：読書、秘湯巡り、離島巡り、テニス、無濾過酒 他

◆ 調布市在住
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お話ししたいこと

S、T、P

弱者の戦略

管理会計

以上3点を切り口にSDGｓ強小企業：P社の

経営戦略を立案。その背景、現状分析をする！
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スタートアップ時のヒアリング

H社長の思い

事業構想の確認

事業における課題
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H社長の思い

紙パルプ専門商社社員からたった一人で独立、脱サラを目
指す

自己資本ほとんどなし

紙パルプ業界で今後も生きていきたい
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H社長の事業構想を確認する

市場・顧客はどのようにするのか？

商品力はどのようにするのか？

販売システムはどのようにするのか？
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H社長と確認した市場・顧客の現状

 市場

・ヴァージン物原紙販売

大口需要家スーパー（チラシ）、通販（カタログ）向け印刷用、

家庭紙（ティッシュ、トイレットペーパー）等大量卸販売、

・薄利多売、安値合戦で疲弊

・ファンクションの存在価値低減。

 顧客

・大口需要家（紙問屋、スーパー、量販店、通販会社、量販店、トイレタリー

サービス企業）等向けのB to Bビジ ネス

・エンドユーザーとの接触僅少のため、ニーズ把握は難
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H社長と確認した商品力の現状

商品の差別化

・唯一、特許品芯なしトイレットペーパーで省資源化、相違性を

訴求できるものの捨ててなくなる宿命

必需品であるものの価格志向大

付加価値＝機能性、特徴、技術性を求められるのは極一部の特殊

紙のジャンルのみ

物量志向の薄利多売
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H社長と確認した販売システムの現状

トイレットペーパー、ティッシュ等の家庭紙は、大半が再生
紙にシフト

家庭紙は工業紙とは異なる業界で再販が主

工業紙業界は、メーカー直か、商社直取引の B to B
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コンセプト

▶P社の方向性；紙のOut put ➡ In put へ

市場・顧客

・市場＝ヴァージンものでなく古紙市場 ・顧客＝古紙排出事業所

商品力＝古紙回収システムの商品化

販売システム＝排出事業所への直接アプローチ

●古紙でも付加価値の高い機密文書の回収処理ビジネスを目指す

●産業廃棄物処理ビジネスでなく製紙原料調達ビジネス
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紙の循環型ビジネス⇒SDGｓ適合システム11
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３つの切り口で戦略構築

 S、T、P、

 弱者の戦略

 管理会計
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S、T、P、14

Segmentation、Targeting、Positioning



S、T、P、とは？

アメリカの経営学者：フィリップ・コトラーが分析提唱

Segmentation、Targeting、Positioningの3種類の単語の頭文字か
ら名付けた分析方法。マーケティングにおいて代表的なフレームワー
クの1つとして位置付け。。
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セグメンテーション（市場・顧客の細分化）
 追い風；京都議定書、個人情報保護法施行 ➡ 機密文書の処理化の流れ大

 企業における機密文書の重要度度合いとその処理方法

トップ・シークレット

ロワー・シークレット

ミドル・シークレット

・経営トップ自らか秘書がシュレッダー処理。

排出量：僅少でビジネスになりにくい。

・部門別にシュレッダー処理にて仕分け、
処理、不純物、排出塵の除去、清掃等不要
な労力、生産性低下

・事業所で一番悩み多い機密文書の処理
機能重視で問題解決型のシステム化により
市場性大

・7年保管文書段ボール箱。秘密保持性は低い
が大量の排出引き取り量なるものの製紙
メーカー、古紙問屋が参入到来、すぐさま
草刈り場なりうることが想定された。

・価格競争に巻き込まれファンクションとし
ての存在感は薄くP社は駆逐される運命
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ターゲティング（的の絞り込み）
▶一人でできる最大限の効果追求

ミドルシークレット市場の機密文書回収を最優先ターゲット

・トップシークレット市場は量少なく参入障壁大にて放棄

ターゲットとする業種

・個人情報を多く扱うあらゆる一般企業、事業所ターゲットとして集中

＜結果＞全国超一流企業、金融機関、エネルギー会社、政党、警備会社等

・官公庁は、随意契約故、永続取引不可のため放棄

ロワーシークレット市場
・二次的ターゲット市場

上記ターゲットとして当回収システムの既契約先で顧客 要請か、将来の見込客のみ
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ポジショニング（商品・サービスの位置づけ）

▶顧客に「生産性向上」「機能性」「セキュリティ」「安全性」を提供

―他社に対し優位性追求－

 「生産性向上」

・シュレッダー処理作業からの解放による無駄な労力、コスト削減

 「機能性」

・排出～処理をバーコード管理。データ送信をWeb管理。

・機密文書回収に現金輸送システムを採用。GPS搭載車で運行追跡管理。

・定期回収し、製紙工場パルパーにて急速完全溶解処理。

 「セキュリティ」＆「安全性」

・排出事業所と製紙工場（溶解処理）中間業者が介在せず直結処理。
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弱者の戦略とは？19

小さいが強くなる戦略！



◆ 弱者と強者の違い

20

＜弱者＞

市場シェア１位以外のすべて

＜強者＞

市場シェア1位の企業のみ

・企業規模ではなく、競合局面ごとに判断

・競合局面ごとに、その立場は入れ替わる

・商品、地域、販売経路、客層、個々の顧客内



◆強者の戦略、弱者の戦略

弱者の戦略 強者の戦略

基本戦略

５大戦法

基本戦略

５大戦法

差別化戦略

一点集中主義
局地戦
接近戦

一騎討ち戦
陽動戦

ミート戦略

総合主義
広域戦
遠隔戦
確率戦
誘導戦
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弱者の戦略・基本戦略で先ず抑えたのは？

▶差別化戦略

◎知的財産権の確立➡差別化

事業開始前

・7商標「BLACK BOX」の出願・登録

事業開始後

・ビジネスモデル特許出願・取得、登録

（特許第5030050号）
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◆弱者と強者の主義
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強者 「総合主義」

◆ グループの総合力で戦う

◆ 事業間シナジー

◆ 物量戦で圧倒

◆ 短期決戦 （一夜城作戦）

◆ 店舗の場合一番立地に地域最大拠点を

◆ 頂上作戦（地域最大口、業界リーダーを狙い

波及効果を狙う）

弱者 「一点集中主義」

◆ 地域重点化

◆ 事業間シナジー

◆ 販売ルートの重点化

◆ 顧客層の重点化

◆ 顧客の狙い撃ち

◆ 製品の重点化（こだわりの単品販売）

◆ ニッチ市場



管理会計24

経営をコントロールする会計学



管理会計で検証25

＜管理会計損益計算書＞

〇〇年4月1日～〇〇年3月31日

　科　　　　　目 　　金　　　　額

1 　売　上　高 26,900千円

2 　▲　変　動　費 20,800

2-1　売　上　原　価 20,400

2-2　その他変動費 400

3 　限　界　利　益 6,100

4 　▲　固　定　費 6,000

　4-1　人　件　費 4,000

　4-2　設　備　費 400

　4-3　金　　　利 100

　4-4　そ　の　他　経　費 1,500

5 　経　常　利　益 100

※前述の事例、財務会計の損益計算書を管理会計に直したもの



管理会計で計数戦略立案し経営実態を把握
◆固定費の徹底圧縮⇒損益分岐点達成の早期化➡限界利益率重視の商品化＆販売化

・人件費：創業から今日まで人件費2名分のみ

：受発注管理はサーバーによる省力化オペレーション

・設備費：管理システムプログラム費用＝600万円のみ。

：家賃＝スタートアップ時、3年間、東京都創業支援オフィス利用（3万円/月）

： 回収箱；BLACK BOXはリース＆レンタル料にして投資を圧縮

・金利 ：設立当時借入金300万円（杉並区保証付）

・その他経費：営業経費

◆仕入れ無（変動費≒主に仕入れ）経営

・商社マンとしての量販志向➡売上高、売上数量至上主義を排除➡限界利益志向に転換

⇒限界利益=売上高無=受取手数料のみの収益化＝ピーク1億円内外/年10数年間継続

◆取引先企業：超一流企業、金融機関、エネルギー会社、政党、警備会社等全国展開
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現状の課題
 原点回帰

・「接近戦」重視策の軽視、「遠隔線」（代理店制度）にウエイトを掛け過ぎ

・競合他社の参入による競争激化超大手需要家減

 コロナ禍、Tele work による大逆風

・機密文書の排出激減、回収減ダメージ大

・京都議定書（19997年）➡ SDGｓ（2015年） の追い風への対処

 慢心による新規ビジネスモデルの育成未達

 代表者の大病、長期療養なるも低固定費故の早期挽回作戦実施
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ご清聴ありがとうございました
28

＜参考文献＞
・ STPとは？資料 東京大学IPC刊
・ランチェスター戦略 （NPOランチェスター協会刊）
・フローチャート P社カタログ


