
20 電子部品メーカーにおける反転攻勢への挑戦―激変する事業環境下での生き残りをかけた経営戦略の策定―

　本事例は、電子部品メーカーにおける、海外勢との競争下で激変する事業環境下での生き残りをかけた経
営戦略構想策定の支援事例である。
　当社は、フラットパネルディスプレイの組立、基板実装などをEMS（エレクトロニクス・マニュファク
チュアリング・サービス：電子部品メーカーの下請加工形態の生産）として生産する創業48年の企業である。
国内の当該業界は、2000年代以降中国、韓国、台湾等との国際競争下に、ほとんどが国内では事業が立ち
行かなくなり、中国をはじめとする海外に移転せざるを得ない状況にある。当社も、国内で生き残るために、
海外勢に対抗し得る事業戦略を策定すべく支援の要請があった。
　これを受け、当社の中期経営計画へ展開することを視野に入れ、経営戦略構想の策定の支援を行った。先
ず、自社及び競合他社に対する競合分析を行い、これを踏まえ当社の実行可能な事業展開を想定しつつ、い
くつかの戦略オプションが提示出来るようにした。さらに、複数の戦略オプションの優先順位付けを行い実
行計画（アクションプラン）の作成を支援した。支援対象としたプロジェクトチームの中心メンバーに起用さ
れた若手経営幹部の動機付けも行われ、本経営戦略は、中期計画にも取り入れられ、実行に移されつつある。

企業名　神田工業株式会社
業　種　�フラットパネルディスプレイ組立、プリン

ト基板実装
本社所在地　兵庫県姫路市神田町3丁目6番地
資本金　60百万円
設　立　昭和45年9月
売上高　8,800百万円（平成30年8月期）
従業員　500人（正社員200人）

　当社は、粉体空気輸送装置メーカーとして創業し
（昭和45年）、間もなく創業者の現会長を中心とし
て当時未知の分野であった電子部品事業に進出し、
以降約40年間、様々な電機・電子メーカー、自動車
メーカーのパートナーとして今日までEMSとして
加工生産を行っている。祖業の本社工場（姫路市）
を皮切りに、受注先の生産拠点に対応して、熊本、
福島に工場を拡大し、2005年には中国（蘇州）に進
出した。主力製品群は、フラットパネルディスプレ
イの組立、プリント基板実装等である。当該業界は、
2000年代に入り、国際競争が熾烈になり、国内
EMSメーカーは、中国、台湾、韓国に押され生き残
りをかけた戦いを強いられている。当社も例外では
なく、高付加価値製品への絞り込み、コストダウン
のさらなる追求、EMS形態からの脱却等の戦略を
検討し、生き残り、反転攻勢への道を模索している。

　当社と中小機構近畿本部の出会いは、当社の取引
金融機関からの紹介であった。近畿本部では、金融
機関職員の目利き力向上と中小企業支援を融合させ本社外観

企業概要

中小機構との出会い

新事業展開型
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―激変する事業環境下での

生き残りをかけた経営戦略の策定―
近畿本部　プロジェクトマネージャー　中前　憲二
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た取り組みを実施しており、当社の
取引金融機関である金融機関が支援
候補企業として推薦したことが支援
のきっかけとなった。
　支援前、当社が抱えていた課題は、
厳しい国際競争の場で、国内で本当
にEMSの業態が生き残れるのかと
いう社長の基本的な疑問、認識であ
った。
　当社においても当然、必死に生き
残りに向けた事業戦略を考えている
が、第三者の目でアドバイスが欲し
いという要請があった。

　当社は、国内における典型的な
EMS企業である。EMSといえばす
ぐに、台湾、中国に展開する巨大企
業を連想するほど、日本のEMSの
苦境は誰でも分かっている。当社の
社長と経営課題を議論した際、当社
の生き残りをかけた事業戦略の策定
支援は極めて難度の高い課題と認識
したが、国内の同業者が同じ経営環
境で苦しんでおり、本支援は、当社
を支援することはもちろんのこと、
経営展開のモデルのひとつとして同
業者に方向性を示す事例にできるのではないかと思
い、挑戦することにした。
　支援の仕方としては、いわゆる経営戦略の策定の
方法、手順をアドバイスし、具体的な中身は、現事
業及び事業の周辺に精通しているプロジェクトメン
バーに作成を委ね、アドバイザーの視点で議論を繰
り返し、戦略策定をするといったサイクルを繰り返
した。支援課題は、以下のとおりとした。
1）競合他社に対する自社の現状分析。
2）�現状分析を踏まえ、当社の実行可能な事業展開
を想定しつつ、いくつかの戦略オプションの提示。

3）�戦略オプションの優先付けを行い、実行計画（ア
クションプラン）の作成。

　本支援の目的は、経営戦略の策定及びこの策定過
程を通じて、社長を補佐して自ら戦略を考え、策定
出来る能力を身につけた経営幹部を育成することに
ある。この趣旨で、当社のプロジェクトオーナーを
社長に、プロジェクトリーダーに技術担当役員を、
メンバーに経営幹部候補の主要拠点工場（姫路、熊

本、福島）の工場長3人を、事務局に管理統括役員
を配したプロジェクト体制を構成した。
　中小機構側は、アドバイザーには、大手総合化学
メーカーの電子部品事業、全社開発部門を経験し、
電子部品事業関係の事業計画策定や事業推進に明る
い専門家を選び、机上の経営計画に留まらないこと
を意識してプロジェクトを推進した。

＜専門家継続派遣事業＞
（平成29年7月〜平成30年2月）
「激変する事業環境下で生き残りをかけた経営戦略
の策定」を支援目標とし、
1）�競合他社に対する自社の現状分析の深掘り化
と認識の共有化

2）�現状分析を踏まえ、当社の実行可能な戦略オ
プションの作成

3）�戦略オプションの優先付けを行い、実行計画（ア
クションプラン）の作成

　を支援課題とした。支援実績と支援成果を以下に
示した。

プロジェクトマネージャーの視点と
経営課題の設定

プロジェクト推進体制

支援内容と支援成果
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専門家継続派遣事業 経営戦略策定

売上高と経常利益

支　援　前 支　援　後

戦 略

・�経営理念はあるが、経営戦略は現業
の延長線上を外れるものではない。
・�営業戦略もEMSとしての範囲内の
ものしかない。

・�脱EMSも含めた視点で生き残りをか
けた経営戦略が策定。
・�営業戦略も新経営戦略に応じて検討
中。

計 画 ・�現事業の延長線上にある中期経営
計画は策定されている。

・�現事業の横展開、現事業からの脱却も
含めた新経営戦略に基づく新中期経営
計画が策定され実行に移されつつある。

管理・仕組 ・�マーケットインの発想で原価管理
方式を行っていた。

・�生産管理システムを導入し、部門別
原価管理方式を構築中である。

組織・人材 ・�創業家以外の幹部人材が、経営に
参画する機会がなかった。

・�経営幹部3名がプロジェクトメンバ
ーになり、経営への参画意識が生ま
れ、意識付けができ、幹部人材とし
て育成されつつある。

そ の 他
・�従業員教育が不十分で、人が成長
しない。中途採用者が継続しない。
慢性的な人手不足が常態である。

・�階層別教育を導入。また福利厚生イ
ベントを毎月実施し、従業員満足度
向上を図る。

【質的変化】

【量的変化】
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1）自社の現状分析の深掘り化
　自社事業の現状分析を事業分野ごと、製品分野ご
とに深掘りした。
　用いた分析ツールとしては、SWOT分析、バリ
ューチェーン分析、ポートフォリオ分析といった極
めて一般的な手法を紹介し、プロジェクトチームが
主体的に自社事業を分析出来るように誘導した。
　SWOT分析、ポートフォリオ分析により、当社
の以下の強みが抽出された。（例として、ポートフ
ォリオ分析の図参照）
①　�現事業での長い経験と信用力があり、経営上

の自由度も高い
②　�製造プロセスだけでなく、製品仕様の提案や
製造プロセスの提案まで出来た製品、また製
造プロセス以降の性能評価まで自社が責任を
もって関与できた製品を中心に、収益率が高
い製品がある。

③　�既存受託加工において競合のない顧客につい
ては、一定の収益率が確保されている。

④　�技術開発により新たな価値を付与して製品群
を増やし事業拡大を図るよりも、新規製品の
マーケット開発による事業拡大を図る事の方
が効果が得やすい。

2）戦略オプションの作成
　現状分析を踏まえ、当社の実行可能な事業展開を
想定しつつ、いくつかの戦略オプションが提示
出来るように誘導した。議論の結果、以下の5
戦略オプションを作成した。
ⅰ　現事業周辺の新規顧客獲得
　　〜�日本企業の国内回帰に合わせて、現事

業の周辺にある新規顧客を開拓する
ⅱ　既存事業の集中と選択、取捨選択
ⅲ　高信頼性が要求される製品群へのシフト
　　〜�設備面での優位性（クリーンルームで

の生産環境等）を生かした高信頼性が
要求される製品群へシフトする

ⅳ　自己完結型加工の指向（EMSからの脱却）
　　〜開発当初より製品開発に関わる体制を作る
　　〜�プロセスをブラックボックス化出来る顧客

へのアプローチ
ⅴ　IoTからの事業創出
　　〜�IoTサービス事業者への自社開発デバイス

の開発と供給
3）実行計画（アクションプラン）の作成
　5つの戦略オプション（上記ⅰ〜ⅴ）につき、机
上のプランに終わらないように、各戦略の実行計画
を策定した。実行計画は、担当責任者を決め、ロー
ドマップを明確にし、直ちに実行できる状態にした。
（実行計画の代表例として、（ⅰ現事業周辺の新規
顧客獲得＋ⅱ既存事業の取捨選択）と（ⅳ自社完結
型加工）を表に示す。）

　電子部品業界の激変する事業環境下において
EMSメーカーとしてどう生き残るかの経営戦略を
実行計画まで落とし込み、策定したが、今回の支援
による新しい試みをいかに継続的にかつ発展的に適
用出来るかどうかが大きな課題である。ややもする
とこの段階で満足しがちであり、これからの実行計
画を着実に実行していく活動が重要であると思われ

今後の課題

アクションプランポートフォリオ分析
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る。さらに、実行計画まで落とし込んだ経営戦略の
策定過程で、一段の深掘りが必要な未達の検討項目
として、
　1）�競合企業分析から見える当社が目指す方向性
　2）�SWOT分析における個別事業、個別製品ごと

への展開による深掘り

　3）�実行計画において投資余力、経営資源を織り
込んだ計画立案

　などが挙げられるが、当社の中期経営計画策定に
おいて、本支援による経営戦略オプションが企業自
らの判断でさらに絞り込まれた段階で、意見交換の
場を持ちたいと思う。

プロジェクトマネージャーの総括
　社長と当社の経営課題を議論した際、当社はまさに日本のEMSの縮図であると思われた。中国、台湾、韓国
との競争において、競争力を失い、同業者が相次いで退場していく中で、必死に生き残りを目指し、奮闘してい
る。人手不足問題、コストダウンに向けた生産性向上、システム構築等、種々の経営課題があったが、先ずは、
難度は高いが、真正面から、生き残りをかけた経営戦略（中期経営計画の素案）を作る支援に挑戦しようと考えた。
　一般に経営計画を策定する場合、作業量が膨大となり、計画を作った段階で満足をしてしまい、実行を伴わな
いケースが多い。自らも種々の事業で事業計画を策定してきたが例外ではなかった。
　今回の支援では、机上プランでは無意味であり、実行計画まで落とし込むことに留意して支援を進めることと
した。これを実現する一つの鍵がアドバイザーの選択であった。
　幸いにも大手企業で電子部品事業に精通し、事業経営も経験した専門家を得る事ことができ、支援を進める事
ことになった。
　今回の支援は、現状分析に時間をかけ、これをベースにいくつかの戦略オプョンを作成し、実行計画（アクシ

ョンプラン）に落とし込むというステップで進めた。結果的には、現業の強化策、現業周
辺事業の強化策を中心に現実的な戦略が策定されたと判断される。経営計画の策定につい
て、アドバイザーの役割は手順を教えるのが主であり、あくまでも中味は現事業に精通し
たメンバーが自ら考え、作成する事が重要である。今回のプロジェクトチームは、社長を
先頭に、技術担当役員、若手経営幹部経営幹部3人からなる最適の布陣であり、挑戦的な姿
勢、現業に対する問題意識の高さ、知識・識見等を持ち合わせ、計画策定に主体的に寄与
したと評価でき、感謝したい。
　また本支援のもうひとつの目的であった経営幹部の育成についても、杞憂であったと思
われるくらい、経営参画意識の高まり、醸成も見られ、達成されたと思われる。
　最後に、本支援による経営戦略を経営計画に落とし込み、当社が自ら長い挑戦の航海に
出る。この素晴らしい会社の未来の発展を願い、エールを送り続けたい。

中前　憲二　近畿本部
プロジェクトマネージャー

経営者のことば
　当社は創立して49年目を迎え、8年前に父親より経営を引き継ぎました。世代交代後
は企業理念の改定、行動指針の策定、事業計画の策定など、様々なことにチャレンジし
てまいりましたが、相次ぐ大口顧客の撤退、東日本大震災、熊本地震などの自然災害に
より、私たちを取り巻く環境が大きく変化し、結果的には目の前の対応に追われ、売上
を維持することがやっとでした。その中で、中小機構と出会い、激変する事業環境下で
の生き残りをかけた経営戦略の策定を、専門家を交えて一緒に行っていただきました。
　社内で経営戦略策定のチームを作り、現状分析の深堀り化と認識を共有し、その後、
経営戦略のシナリオを作成しました。あらゆる視点から当社の現状を分析し、強み・弱
みを客観的に把握できたことは、経営戦略策定の大きな糧となりました。また、経営戦
略策定後は、自分たちのビジョンが明確となり、社員一人一人の意識改革につながり、
新たなことに取り組むチャレンジ精神が醸成されました。

取締役社長
髙島�一郎�氏

自社製品　タッチパネル搭載液晶モジュール 自社製品　世界最薄カード型ビーコン


