経営基盤強化型

サンライズ産業株式会社

厳しい環境が続く運送業界で計画経営の
実践による成長基盤を確立
「規模拡大には相応の管理体制が必要」と気づいたワンマン社長に、事業計画の策定と
資金計画の立案・実行等の支援を通し、新たな管理体制の構築を支援した。この結果、
利益の出る体質に転換し、成長基盤の確立を図った。
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企業概要
「電話帳との出会い」それが当
花巻店
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社の誕生のきっかけである。昭和

厳しい環境が続く運送業界で計画経営の実践による成長基盤を確立

その一方で、倉庫を活用した
3PL事業にも取り組んでいる。
工藤社長は平成14年に25年間勤

務した弘前市役所を退職して当社
に入社した。平成16年に社長に就
任した後は本格的にM&A等によ

中小機構との出会い
中小機構東北本部と日本政策金
融公庫青森支店（以下「公庫」と
言う。）との連携セミナー時、中
小機構の事業内容を紹介する機会
があり、出席していた工藤社長が
専門家継続派遣事業に興味を示
し、公庫経由で中小機構に紹介し
て頂いたのが本支援の始まりであ
る。
平成23年9月に職員と統括プロ
ジェクトマネージャーが公庫を訪
問し、企業情報、経営課題等の企
業概要を確認した。公庫の課長代
理の同行を頂きながら、2回の事
前調査や予備調査を行い、中小機
構の本支援事業の内容、特徴、強
み等を支援事例等を交えながら説
明し、支援事業を理解頂くととも
に、経営課題を抽出し社長と共有
した。

プロジェクトマネージャー
の視点と支援課題の設定
公庫との意見交換、社長や取締
役との面談を重ねた結果、以下の
課題が確認出来た。
〔経営面〕
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①M&A等で拡大路線を走り、売
上は平成20年度比では約倍増して
いる。しかし、利益率は非常に低
い。
②財務内容が厳しい（借入金が大
きく資金繰りに苦慮している）
。
③社長は独断専行で行動が先、非
常に忙しい。
〔管理面〕
①事業（経営）計画、行動計画は
作成していない。計画は社長の頭
の中。
②月次実績管理は営業所別に管理
し翌月20日ごろに営業所責任者か
ら社長報告しているが管理者間で
共有していない。
③急激な規模拡大で管理体制が弱
く、人材育成が急務。又多様な従
業員、労務管理、労務諸規定にも
諸々課題がある。
〔全体評価〕
何事も社長の決断と行動力によ
り展開され、豊富な経験が成功要
因となっているが、業容が急拡大
している中で、計画的で組織的な
運営による効率アップ（収益率）
と緻密な管理が必要であると判断
した。
社長の経営改革意欲が公庫を動
かし中小機構に支援を求めてきた
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る拡大路線に経営の舵をきり、社
長就任時の売上高6.5億円を平成
20年8月期には約23億円まで拡大
させた。更に5年後の平成25年8月
期には約50億円まで拡大、大型ト
ラックやショベルローダー等多種
多様な車両580台を保有、従業員数
を570名の企業にまで成長させた。
大きな夢を掲げて積極果敢、緻
密で、エネルギッシュな経営を展
開するワンマン社長である。

売上高と経常利益

とは言え、支援成果獲得には社長
の積極的な支援参画が不可欠で、
アドバイザーの支援日には必ず出
席するよう要請した。支援チーム
も重厚な体制が必要と考え、中小
企業診断士で支援実績豊富なアド
バイザーを選び、管理者はプロジ
ェクトマネージャーが担当する布
陣を組んだ。

プロジェクト推進体制
社長を中心に、取締役総務部長
を窓口とした受入チームを編成し
た。支援テーマ別に
①経営理念・経営ビジョンの明文
化 ②必要諸規定の洗い出しと整
備 ③職務分掌の策定と組織体制
の整備 ④事務処理体制の見直し
（システム化の推進）⑤幹部社員
教育（部下の掌握方法等）・社員
教育の実施 ⑥現場改善の実施 の
6つのプロジェクトチームを編成
し、取締役、管理・監督者クラス
からそれぞれリーダー、サブリー
ダー、主担当の役割分担を決め、
推進日程を明確にして支援に取組
んだ。
社長は全ての支援日に出席し、
チームを引っ張り、支援前に危惧
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していたことは杞憂に終わった。

支援内容と支援成果
＜専門家継続派遣事業＞
（平成24年5月〜平成26年6月）
「専門家継続派遣支援」は3ス
テージに分け、平成24年5月〜平
成26年6月まで約2年間支援を実施
した。
更に若干の期間を空け、「戦略
的CIO育成支援事業」を平成26年
10月より支援開始し現在進行中で
ある。
【第1ステージ】
（平成24年5月〜平成24年10月）
支援開始に当たり、受入チーム、
支援チームに加え公庫から2名の

会保険労務士を派遣し課題を解決
した。しかし、全社的な人事労務
関連の課題があることから、次ス
テージで支援することにした。
＜成果＞
⑴経営課題を反映した中期経営計
画の策定により、社長の頭の中に
あった経営ビジョンや戦略が初め
て明文化され社内で共有すること
が出来た。
⑵組織体制と役割・責任体制が明
確になった。
⑶経営管理プロセスにおける課題
が整理された。
【第2ステージ】
（平成24年11月〜平成25年10月）
＜主な支援内容＞
⑴経営管理の仕組みを構築するた

運送業界は燃料費高騰等により経営が大
変厳しい。このような環境下で経営改革
を決断し、計画経営、見える化、利益確
保に積極果敢にチャレンジした。
川名

佐登志

東北本部

統括プロジェクトマネージャー

出席のもとキックオフ会を開催し
た。この場で社長から支援の目的、
目標や成果獲得の期待等の決意表
明があった。公庫からは支援への
期待と激励の挨拶を頂いた。
＜主な支援内容＞
⑴経営課題を明確化し中期経営計
画（改革計画）策定した。
⑵階層別の職務分掌を作成し、職
位別の職務、責任、権限を明確に
し、新たな組織図と機能を整えた。
⑶本社及び支店の業務フローを作
成し、業務プロセスにおける課題
を整理した。
⑷支援中に就業規則についての課
題が発生したため、スポットで社
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め、改善計画進捗表を作成し、経
営計画の展開状況を月次モニタリ
ングしながらPDCA展開する方法
の構築。
⑵経営情報管理システムの構築。
経営情報管理システムのRFP（提
案依頼書）を作成し複数ベンダー
に対してプレゼンを行った。
⑶収益の向上。財務資料、業績管
理資料の分析と課題抽出を行い、
収益管理表の作成と改善実行推進。
⑷資金計画の立案。これまでの無
計画な車両の購入、M&Aによる
投資が続き、資金不足と赤字体質
の経営から資金繰りが厳しかっ
た。打開策として資金計画を立案

厳しい環境が続く運送業界で計画経営の実践による成長基盤を確立

見える化を図った。
⑸人事・労務諸規定の見直し・整
備。M&A等の影響で本社・各営
業所の人事・労務管理が不統一の
状態であった。ドライバーの定着
率の悪化や労務トラブル等発生の
起因となっていた。全社統一した
就業規則、賃金規定等の諸規定を
各営業所の現状に合わせながら全
社共通になるように支援した。
＜成果＞
⑴月次PDCA展開により、計画に
対し・ナゼ良かったか・ナゼ悪か
ったかが判るようになり、課題に
先手が打てるようになった。
⑵特に資金繰り表の作成により計
画的な資金運用が出来るようにな
った。
⑶経営情報管理システム構築の構
想は出来た。しかし、資金面でこ
のステージでのシステム導入は見
送った。
⑷収益力向上では改善計画書の作
成、プロジェクトチームを編成し
て展開推進し、改善効果が数値で
確認できるようになった。部門別
の収益管理が徹底し、赤字部門か
らの撤退や単価見直しの判断基準
になり、
具体的な行動を開始した。
⑸人事労務では関連諸規定の整備
が進み、課題改善項目が明確にな
った。
【第3ステージ】
（平成26年1月〜平成26年6月）
＜主な支援内容＞
⑴計画経営の為の管理資料の整備
と経営管理の実践として、以下の
支援を実施した。
①中期経営計画の見直し（数値目
標の設定）
。
②利益率向上のために収益悪化の
要因を分析しその対策を支援した。
・燃料費・高速代等のアップ（月
額10百万円アップ）の対策
・営業所別の課題抽出と対策

画や改善活動等の計画経営の実行
が大きく貢献している。また、
PDCA展開により経営基盤が確立
し、幹部社員・従業員の士気が高
揚した。終了に当たり支援成果報
告会を開催し成果と残課題を会
社・中小機構で共有化した。この
報告会には地元紙「東奥日報社」
の取材があり「経営改善の成果報
告」の表題で掲載された。
＜戦略的CIO育成支援事業＞
（平成26年10月〜平成27年9月）
専門家継続派遣事業にて「経営
情報管理システム構築」のテーマ
で支援し、システム導入決定まで
漕ぎ着けた。本格的な展開は「戦
略的CIO育成支援事業」に移行し
継続支援中である。なお、アドバ
イザーは専門家継続派遣事業と同
じアドバイザーを派遣している。
＜主な支援内容＞
⑴経営管理のあるべきシステムの
再構築。
⑵将来構想にあるIPOを目指した
CIO及び管理人材の育成。
＜期待成果＞
⑴経営状況がリアルタイムで把握
し、ビジネスチャンスを逃さない
スピード経営が展開される。
⑵社長を補佐するCIOが育成され、
経営管理体制が格段に充実する。

今後の課題
当社の今後の課題は、以下の事
項を計画経営の徹底で解決し、
IPOの実現と事業承継に繋げるこ
とである。
⑴燃料費高騰等の経費増に対応す
る更なるコストの削減
・顧客管理の徹底による適正価格
受注
⑵安定したドライバーの確保
⑶経営の多角化展開による新たな
収益源の確保
⑷経営情報管理システムの早期構
築と運用
⑸次世代の組織づくり、労務体系
の一本化
⑹中期5年計画（平成31年度）の
達成
目標売上高：75億円、経常利益：
3億円
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・不採算顧客に対する運賃改善申
入れやその他改善案の提案
③経営情報管理システム構築。業
務効率アップにはシステムの新規
導入が不可欠と経営判断を促し、
導入決定。ベンダーの選定・契約・
要件定義・入出力画面・帳票の設
計等を支援した。
④資金計画の健全化のために、新
たな資金繰り表の作成方法を指導
し、長期の資金繰り予測を見える
化した。
⑤四半期調査や各ステージの終了
調査時に、計画経営に関する重要
性と実行の徹底を社長に求め、管
理者、プロジェクトマネージャー、
職員が一丸となってアドバイザー
をバックアップした。
＜成果＞
⑴現実的な中期経営計画が策定さ
れ、実行体制が整備されつつある。
⑵これまでの社長のワンマン経営
から、経営計画書に基づくPDCA
展開が定着した。また、管理職の
意向が反映され、管理職・社員の
社長に対する誤解や不安が解消し
一体感が強まった。
⑶不採算顧客への改善要求が功を
奏したこと、また経費削減（電気
代、地代・家賃、通信費等々）の
徹底により収益性が好転した。
⑷経営情報管理システムの導入が
決定し、計画経営、業務の効率化
の加速が期待される。
⑸資金繰りが明確になり、計画的
な投資が行えるようになった。
＜支援全体成果＞
2年間の支援成果として、支援
前の平成23年8月期と比較して平
成26年8月 期 は、 売 上 高：4,395
百万円→5,150百万円、営業利益：
23百万円→54百万円（経常利益：
１百万円→８百万円）と増収増益
を達成した。この要因としては売
上増ありきの経営方針から収益確
保の方針に転換したこと、資金計

成果報告会様子

経営者のことば
運送業界は、いま、燃料の高騰や運転手不足など、
未曽有の嵐に巻き込まれて、経営が圧迫されてい
ます。それに加え、弊社は拡大を続けた結果、売
上は増大したが利益率が低下するという事態に陥
りました。そこで中小機構に専門家派遣を依頼し、
2年間に渡り経営改革を行いました。まず、経営の
見える化を図るべく会社幹部でプロジェクトチー
ムを結成し、中長期経営計画の作成、PDCAによ
る改善を図りました。その結果、全営業所が利益
改善に向けた目標を確認し、夢を持って取り組む 代表取締役 工藤 博文社長
ことができるようになり、役割分担による実現性、
意欲の向上が図られたことが大きな成果と思っています。更にSMIS（Sunrise
Management Information System）により経営の見える化を一層進めること
により、更なる飛躍が出来るものと確信しております。
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