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はじめに

nなぜ今回中期経営計画を作ることにしたか

今まで経営計画を作成してこなかったが、新型コロナウイルスを発端としたビジネス環境の変化に対

応し、日本における再エネ業界の転換（FITからFIPへ）を機会にデジタルトランスフォーメーションの必

要性を感じたため。

n策定の目的

ビジネス環境の変化に対応した社内環境をつくり、会社の考え・方向性を共有統一させる必要が

あるため。

n経緯

外的環境の変化が著しく、既存の事業構造では対応できない事象が生じた。今まで以上に、SDGs
をはじめとした世界の指針に沿った事業活動を行う指針として必要性を感じた。

n期待等

社員一人一人が、新しい社会基準への適応、新事業への理解・責任を通じて世界の指針に沿っ

た働きを達成することに喜びを感じる企業としたい。

2

※デジタルトランスフォーメーション（DX)とは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、
製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
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前（現）中期経営計画の振り返り

項 目
前中期経営計画
（2020年10期）

新中期経営計画に
向けた課題

経営目標
達成度

計画 実績 差異

売上高 前期同等 186,496,058 ー 初年度は、パラダイムシフトによる
売上減少幅を残りの在庫と発電
事業でカバーする。次年度から発
電事業と新IT事業の売上利益

増進のために、協働をテーマに外
部ブレーンを多く作り社内目標、
社会目標を達成する体制整備を
行う必要がある。

営業利益 前期同等 17,748,838 ー

経常利益 前期同等 28,410,924 ー

その他 ー ー ー

環境変化

マクロ環境 新型コロナウイルスによる世界の変化 社会的需要に対応する体制作り

市場環境 FIT終了によるセカンダリ市場の活発化 新事業の知名度向上

競争環境 点（スポット）でのビジネス展開が活況 プラットフォームを軸にした線面展開

重要戦略
遂行度

発電事業 目標4MW所有の約半分の2.3MW稼働 案件の発掘

太陽光販売事業 「販売」から「発電」へ移行 ー

その他 新事業準備（IT) 補助金採択
協働企業との事業提携・知名度
向上、運営体制の確立

3
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企業理念（ミッション）のキーワード

区 分 キーワード 意 味

企業理念（ミッション） 私たちの手でクリーンエネルギーな未来を

存在意義 ミチシルベ クリーンエネルギーのあるべき姿を導く

経営の姿勢 サステナブル（持続可能な
開発）

クリーンエネルギーを持続可能に創り、誰でも自由に使用できる

行動規範 クリーンエネルギー 誰もが安全安心なエネルギーを利用できる世界を創る
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経営方針（ビジョン）

SDGs・RE100・ESG経営による企業価値の向上

発電事業の
拡大

第１の柱 第２の柱

新IT事業の
開発・協働
による発展

新たな事業の
柱を築く

経営基盤の
強化

エネルギーの社会課題の解決にサステナブルで

安心・安全・信頼の進化し続けるプラットフォームを提供する。

参考：デザインイメージ
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外部事業環境変化と課題

分野 項目 内容 当社の課題

マクロ
環境

政治・法律
（Ｐ）

・コロナ増税
・社会保障負担増
・環境規制強化
・FIT法強化

・売上／仕入コスト↑、利益 ↓
・人件費 ↑
・環境対応コスト ↑
・義務手間費用 ↑

・政策の先読みと先手対応

経済（Ｅ）
・デフレ→インフレ
・金利変動
・エネルギー費用増大
・クリーンエネルギー利用増大

・価格転嫁可能に、仕入コスト ↑
・金利支払額 ↑
・燃料費 ↑
・需給バランスの崩壊 ↑

・機敏な対応・対策

社会（Ｓ）
・生産人口の減少
・新興国人口増大

・若手採用難、フリーランスの増加
・新興国向け売上↑ ・外部との積極的協働

技術（Ｔ）
・環境技術
・原子力低下、再エネ比率増加
・AI・loT化

・省エネ化、クリーン化
・電気代 ↑
・自動化・省力化、API連携重要

・利便性向上取り組み、新技術の
積極導入

環境（Ｅ）
・環境保全ルール強化
・再生エネルギーの比率増大
・温暖化対応策

・環境保全コスト ↑
・再生エネルギー分野の需要 ↑
・省エネ・断熱等のニーズ ↑

・新事業のバージョンアップ

市 場 顧客とニーズ

・FIT終了→FIPへ
・セカンダリ市場台頭
・再エネ関連技術開発活発化
・安定資産ニーズ増加

・プルからプッシュ営業で売上利益 ↓
・市場急成長、市場未成熟
・地域消費電源・VPPなど使用に関する需
要増加
・不動産から太陽光投資へ流入

・セカンダリ市場、関連技術含めた
川上ポジションの確立。

競 合 競合の動向
・販売から所有へ
・関連商品取扱、販売
・事業縮小撤退倒産
・太陽光ITへの参入

・在庫 ↓自社発電所 ↑
・蓄電池・O＆M・販売難
・20年倒産2年ぶりに増加
・ライバルの出現

・銀行商圏内での高利回り案件の
発掘に難航。情報収集能力の強
化。

・早期展開への協働会社探し

6
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１０年後の将来像

項目 内容 意味説明

将来像を表す
キーワード

世界NO1 再エネプラットフォーマー
世界で一番の安心安全安定した再エネ情報のプラットフォーム
を供給する。

センターオブザクリーンエネルギー あらゆる再生エネルギーの交流地点。

発電所運営の最強クラウドSFA 発電所価値を上げる最強のパートナーソフト。

経営
目標

売上高 国内：500億円 海外：1兆円/年 日本のセカンダリ市場では21年に1.2GW500億円規模。世界20倍

粗利 150億円 30%（apple参考）

営業
利益

36.5億円 7.3%（日本IT業界平均参考）

イメージ
クリーンエネルギーを安心安全に経済的付
加価値をつける

SDGs NO７を踏襲し、エネルギーをみんなに そしてクリーンに

すべての人が安価で近代的かつ持続可能なエネルギー、クリー
ンエネルギーを使える事と、その経済活動に付加価値をつけた
市場を当たり前にする。

9
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３年後の経営ビジョン

区 分 キーワード 意 味

市場・社会

での

ポジション

再エネプラットフォームクリエイター
Renewable energy platform creator

エネルギーの社会課題の解決にサステナブルで安心・安全・信頼の進化し続けるプラットフォー
ムを提供する。

ビジョンストーリー

固定買取価格制度（FIT)が設備の認定から事業計画の認定に変わったあとのお話です。当社の顧客には、義務化といくこともありますが安全
面にも関わることですのですぐに対処をしてもらっていましたが、未だに未実施発電所は多くあります。その時なぜこのような事が起きるのかを議論し
ましたが、なかなか結論が出ず・・・。その時、顧客の一人が「事業計画っていっても投資計画なんだから購入する時にそんなのやってるわ。後から
義務です・費用かかりますっていわれても、それこそ事業計画が頓挫しちゃう」。その一言で、発電所投資計画を無視した義務や要求は会社はも
ちろんのこと、まわりまわって大きな社会損失になることがわかりました。

そこから投資に対する適切なベネフィットを提供しつつ安心安全で信頼できる発電所を運営する方法を議論し、「太陽光のあらゆる悩みを解決
するプラットフォーム」を創りだしました。そのテーマは日々アップデートが必要で且つ多くの発電事業者に継続して使ってもらってこそ、社会課題をも
解決するパワーを生み出します。そのため私達はそのノウハウを協働バリューにて速やかに広く頒布させる必要があるのです。

事業運営
の将来像

社外との積極的な協働 これからの社会は協働がキーワード。事業連携や資本提携をすることなどにより業務を拡張す
る。攻めの事業展開。

高い顧客満足度
潜在課題に対するソリューションサービス、高付加価値サービスを提供する。

AIによる営業によらない営業を確立することでよりストレスフリーな状態をつくり出す。

情報発信 存在感をアピールし【再エネプラットフォーム】の第一人者として日本及び世界へ発信し定着させる。

安定的財務基盤 事業単体で安定した収益を確保できる基盤を築く。

組織と人
のあり方・

関係

横断的かつ柔軟な事業運
営・遂行

協働に関連するものはプロジェクト的な業務の遂行形態を取ることによる、無駄のない運営を
目指す。

IPOに向けた会社事業整理 株式公開企業クラスの内部体制、リスク管理体制の構築。事業分割による分社などによる
SPCの模索。

権限委譲 協働、責任に応じた権限の移譲が必要。

高い目標達成意識 プロジェクトに関係する全てのものが評価軸を持ち常にレベルアップを意識すること。
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ドメインコンセプト（IT新事業）

対象顧客 独自能力 提供価値

ドメイン（事業領域）コンセプト

やるべき分野

•ITで解決する分野

やってはいけない分野

・IT以外の分野（協働事業提携に）

再エネ発電事業者様 再エネの発電事業者及び
利用者へ高付加価値な情報提供

販売チャネル

無料の資産管理ツール
再エネ産地証明など

再エネプレイヤーが集う高付加価値の
プラットフォームを提供する



©Yoshinori Iguchi 2019 13

３.５年後の目標と将来の目標

2020年
小売産

業平均
2021年 IT産業平均 ３.５年後（2024年） １０年後（2031年）

売上高 1.86億円 - 1.87億円 - 9.1億円 500億円

粗利 1.28億円 - 1.1億円 - 2.73億円 150億円

粗利率 68.72% 25.58% 41.18% - 30% 30%

営業

利益
0.17億円 - 0.2億円 - 0.66億円 36.5億円

売上高営
業利益率 9.52% 2.8% 10.69% 7.3% 7.3% 7.3%

ROS
売上高経常

利益率

10.23% 3% 前年同率 8％ 0.72億円 40億円

ROA
総資産対当期利益

比率

3.29% 2.8% IT産業平均 4.5％ 0.４億円 22.5億円

ROE
株主資本対当期利

益比率

18.55% 6.6% 前年同率 8.9％ 0.8億円 44.５億円

自己資

本比率 17.7% 16.0% 前年同率 58.6% IT産業平均 283億円

n 長期の目標から中期の目標に落としてきます。

売上内訳(20)
売上高 16,750
売電料 1,163
家 賃 700
その他

売上内訳(21)
売上高 12,000
売電料 5,000
家 賃 700
その他

※3.5年の成長率ベンチマーク：ファーストロジック（楽待）
スタートアップ時期の2012年から3年後の企業成長
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競合（ベンチマーク）との比較

■主たる競合と、当社を比較すると以下の通りとなります。

-14-

当社 競合Ａ（IT) 競合Ｂ（IT) 競合Ｃ（販売工事店）

会社名 株式会社home village エレビスタ株式会社 株式会社グッドフェローズ 株式会社トチオン

所在 栃木県下野市駅東3 東京都中央区京橋3 東京都品川区西五反田7 栃木県宇都宮市鶴田町

ターゲット顧客 発電事業者 発電事業者 発電事業者 発電事業者

ニーズ 投資用太陽光購入 投資用太陽光のマッチング 投資用太陽光のマッチング 太陽光工事

提供商品・サービス
太陽光・不動産のセカンダリ事
業、太陽光発電、無料資産管

理ツールの運用

金融や美容・健康関連を主力とし
た広告代理業の他、中古太陽光

発電所の売買仲介サービス

太陽光発電、太陽光発電システム
等の販売、太陽光発電一括見積も
りサイト「タイナビ」等の運営

太陽光発電システムの販売施工の他、
放送・通信映像音響等電気通信設備
の施工、ライフイノベーション事業

価格帯 販売：1,500万円、IT：50万円 50万円 50万円 ー

チャネル・ルート リピーター、サイト サイト(ソルセル） サイト（タイナビ） 紹介

販促・営業方法 SNS、DM ネット ネット 不明

強み・弱み

強み:販売から発電事業へパ
ラダイムシフトに成功。新事
業として太陽光IT事業に特
許申請を携えて参入。

弱み:新規事業運営ノウハウ
欠如による機会損失。

強み：R２年５月参入の中古太
陽光発電所売買の仲介サービ
ス「ソルセル」が順調に稼働して
おり、着実に業容を拡大してい
る。

弱み：業界未経験。

強み:太陽光発電一括見積もりサイ
ト「タイナビ」が業界トップクラスの規
模を誇るサイトで、国内での認知度
も高く、ワンストップで対応ができる。
「タイナビ＋」スタート。

弱み：伸びIT事業に特化していな
い。

強み:太陽光発電システム等の電
気関連事業。

弱み:本業と関係ないライフイノベー
ション事業に進出。一転コロナ禍で
収益悪化予想（見解）。

売上 186,496,058円 2,312,077,081円 1,359,882,418円 1,287,164,021円

売上高経常利益率 10.2% 6.96% 3.43% 1.37%

従業員数 正社員2、パート1（計3人） 正社員21、パート50（計71人） 正社員30、パート10（計40人） 15人

重要成功要因

販売：土地仕入能力

IT：特許申請・自社外リソー
ス

金融関係のクライアントの広告への
ニーズの受け皿受注。

太陽光：業界未経験ながらマーケ
ティングとシステム構築がマッチしてい
る。

業界マッチングの先行者利益。
時代にあったサービス展開。

太陽光工事需要の受け皿。

※参照：帝国データバンク調査報告書
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外部事業環境分析から抽出された問題点と課題

現状／見通し／問題点 取り組むべき課題

R
S
T
環
境

P 内外の政治体制不安定に 政策の先読みと先手対応

E クリーンエネルギー経済化 機敏な対応・対策

S 内需ピーク、外需急成長 外部との積極的協働

T AI・IoT化進展 利便性向上取り組み、新技術の積極導入

Eco 世界的な環境化の枠組み 新事業のバージョンアップ

事業別分析（市場・競合・自社事業分析）

発
電
事
業

市
場

エネルギー取引市場 新規発電所拡大

競
合

なし なし

自
社

自社または関連会社にて保守管理可能 新規発電所調達チャネルの開拓

IT

新
事
業

市
場

クリーンエネルギーのセカンダリ市場が成長 協働企業との事業提携・知名度向上

競
合

マッチング業界のパイオニア、知名度ブランド力あり

社内エンジニアがいる
協働企業との事業提携・知名度向上

自
社

新事業、無料の資産管理ツールシェアNO.1 協働企業との事業提携・知名度向上・運営体制の確立
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財務目標設定 資料

財務諸表 財務指標 計算式 直近値

損益計算書 売上高（成長率） 直近/前年売上高 1.87億円

粗利率 粗利/売上高 68.72%

販管費率 販管費/売上高 59.2%

営業利益率 営業利益/売上高 15.23%

経常利益率 経常利益/売上高 9.52%

損益×BS系 ROA 当期（経常）利益/総資産 3.29%

ROE 当期利益/純資産 18.55%

総資本回転率 売上高/総資本 32.15%

貸借対照表系 流動比率 流動資産/流動負債 183.33

自己資本比率 自己資本/総資産 17.73%

有利子負債額 有利子負債額 35,294,825

D /Eレシオ 有利子負債/株主資本 0.34%

3.5年後 改善幅

9.1億円

33.3%

13.7%

22.7%

11.3%

16
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●

参照︓© 2017 ひらめきEX.

⾃社経営資源分析から抽出された問題点と課題 IT新事業

⼈材

技術開発

資⾦調達

経営管理

業務・情報
システム

企画

販売

社⾵・⾵⼟

今後の対策と⽅針

事業運営の将来像として「社外との積極的な協働」を⽅針とし、本社
は運営機能に特化した体制とする。⼈材育成⾯では再エネの基礎知識
の習得と幅広い事業展開スキルを⾝につける必要がある。

新IT事業では、ソフトウェア特許の申請を⾏っており、投資指標で
必要な項⽬を抑えている。本申請内容を理解した造詣が深い外部専⾨
家もいる。

資⾦調達に関する技術や知識などが完全に不⾜している状態。資⾦調
達に関する学習はもちろんであるが、今年度中に資本業務提携に資⾦
に強いパートナー探しが急務。

会社全体の経営状況を把握できるものが１⼈のみであり、代わりがい
ない。どこにいても誰でも会社全体が⾒渡せるITツールが不可⽋。

問題抽出を会社内で⾏い、解決リソースは外部に。しかし現状、外部
とのコラボレーションがないのが弱み。今後はジャンルを超えた企業
とのコラボレーションを⽬指す。

特許申請案件のため希少性が⾼いが、ブランド⼒不⾜のため、効果が
出るまでに時間がかかる。また、ブレーン（⾦融機関）へのアナログ
での営業⼒などが乏しため、早期に協働相⼿を探す必要がある。

新事業を前に業績評価導⼊による厳しさの要素追加、顧客や競合を意
識した事業展開・業務。

V
経済価値

R
希少性

I
模倣困難性

O
組織

○ ○ ○ △

○ ○ ○ ○

× × × ×

✕ ○ ✕ ✕

△ ✕ ✕ ー

○ ○ ○ △

△ ○ ✕ ✕

△ △ △ △

DX化に伴いリモートワークを推進し、書類のオンライン化、業務ア
プリの採⽤等⾏ってきたが、業務全般にかかるシステム（CRM）の
採⽤かつ利⽤における教育が不可⽋である。

17
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SWOT分析

内
部

要
因

強み（Strengths） 弱み（Weaknesses）
•中小企業のフットワークの軽さ
•少数精鋭
•黒字経営
•素早い改革可
•意思決定が早い
•外部環境適応が早い
•情報の対応が早い
•投資意欲が高い

•専門性
•マーケティング
•広報
•計画性に乏しい
•ビジネス人脈
•資金力
•知名度
•販売網

外
部
要
因

機会（Opportunities） 脅威（Threats）
•新規参入機会増大
•BCPの高まり
•環境意識の高まり
•海外事業への展開
•プラットフォームビジネスの普及
•クリーンエネルギーの経済化

•類似ビジネスモデルの台頭
•法律強化、増税
•職人の減少

18

n内部要因としての強みと弱み、外部要因としての機会と脅威を抽出します。
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クロスSWOT分析

nＳＷＯＴの組み合わせによりクロスSWOT分析を行い、戦略代替案を抽出します

内部要因

強み（Ｓ）：

①意思決定が早い

弱み（Ｗ）：

①専門性、②知名度、③資金力

外
部
要
因

機会（Ｏ）：

①クリーンエネルギー
の経済化

②プラットフォームビジ
ネスの普及

ＳＯ戦略：強みを機会に活かす

・プラットフォームでクリーンエネルギー経済
圏をスピーディーに展開する。（S①O①
②）

ＷＯ戦略：弱みを補完して機会に活かす

・複数の有名企業とのWINWINな協働・事業
提携を行いクリーンエネルギープラットフォーム
を普及させる（W①②③O①②）

脅威（Ｔ）：

①類似ビジネスの台
頭

ＳＴ戦略：強みで脅威に対処

・協働企業との提携を素早く行い、ブラン
ドによる展開で他社を圧倒する。（S①T
①）

ＷＴ戦略：弱みと脅威を最小化

・補助金等外部資金や数字による実績を広
報し、牽制する。（W③T①）

・協働までは通常の請負にて外注しつつ、大手
と提携を図る（W①T①）
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自社の成功パターン

これまでの成功パターン 今後の成功パターン

発
電
事
業

・新商品開発による仕入力（自社物・他社物）

・素早い意思決定

・材工の外注

・自社又は関連会社による管理

・プラットフォームによる情報収集→営業不要（人件費
圧縮）

・商品選定力→不要（プラットフォームに情報がある）

新IT

事
業

・類似サービスの欠如

・太陽光投資への認識不足の隙間をついた

・太陽光販売の成功要因「業務を限定すること、外
部ブレーンと協働」を踏襲し、自社では運営（サービス
創設、検討、展開）に特化し、専門的技術は、協働
ブレーンに外注をして行う。

会
社
全
体

・やらない事を決め、社内リソースを限定投下させ
る。発電事業は収入確保のファンダメンタルとなる
為、積極的に投資を行い、その余剰資金を新IT
事業へ投下させる。

・社内リソースのモノ「プラットフォーム」運営以外を協
働ブレーンに任せる。

・協働相手には執行役員として権限と責任を委譲す
る。

・プラットフォームで集まった情報をもとに選定を行い資
本投下を行う。
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パラダイムシフト（構造改革）をどう進めるか？

変革分野 これまで これから
それに向けた
変革課題

１．事業領域 •太陽光販売事業
•不動産仲介事業

•販売から発電事業へ
•新IT事業

•IT事業との融和性が高い為、
プラットフォームの展開を優先
する。

２．ビジネスモデル ・土地と太陽光をセットに販売
賃貸を中心に売買を時々

・発電所の権利案件、完工
（中古含む）を購入

・再エネ総合ブラットフォームで
再エネのあらゆるビジネスに参
入（FSP-Dモデル）

・プラットフォームの付加価値
を高める施策、サービスのオー
ト化

３．市場展開 •国内市場 •国内セカンダリ市場を手始め
にFITがある海外へ

•国内市場での広報、マーケ
ティング活動

４．競合相手 •類似中小企業
•地域不動産業者１０社

•太陽光ブラットフォーマー •定期に競合相手の調査・対
策

５．商品開発 •特定地での太陽光投資と言う
付加価値で勝負
•お店作りなどでの差別化

•太陽光投資に助するあらゆ
るサービス開発

•システム会社との密な会議、
打ち合わせ、Trelloの活用

６．分業構造 •外部ブレーンへ外注
•なし

•限りなくITにて解決し、分業
は提携相手を中心に

•提携・協働会社の検索・アプ
ローチ

７．提携関係 •関連会社を中心とした提携関
係

•大手有名企業と提携 •提携・協働会社の検索・アプ
ローチ

21
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新しいビジネスモデルをデザインする

nビジネスモデル（フリー）

22

ユーザー（CS)

・ソフト利用者

活動と付加価値（K A)

・機能のブラッシュアップ
・顧客データの収集・管理
・営業活動

パートナー（KP)

・ITパートナー
・事業提携先
・資本提携先

価値提供（VP)

・魅力的な機能を

基本無償提供
（オプション機能
は有償）

・資産価値をリア
ルタイム表示

・書類のオンライ
ン保管（対BCP）
・売買楽々

・付加価値情報

チャネル（CH)

・インターネット
・営業部隊による

オンラインでの
導入支援

関係（CR)

・資産管理ソフト
・カスタマーサ
ポートの充実
・SNS

収入と流れ（RS)

・有償サービスの売上（売買など）

リソース（KR)

・クラウドソフトウェア

・ソフトウェア特許申請

コスト構造（CS)

・ソフトウェア開発・保守費用
・広告費や営業費など
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事業戦略

n対象となる事業について、事業戦略の検討を行います。

事業
区
分

対象市場・顧客

（ニーズ）

事業戦略の

パターン

（補足）

対象セグメン
ト

マーケティング

ミックス

（４Ｐ）

発
電
事
業

既
存
k
新
規

ー ー ー ー

新IT

事
業

新
規

発電所を持つ個人・法人・
行政

アダプティブ派：日々

刻々と変化している市
場や競合に対応しな
がら打ち手を打っていく

既設発電所 製品：高い利便性

価格：基本無償、オプ
ション有償

販路：インターネット

広宣：SNS
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ギャップと基本戦略の設定

将来見通し
・マクロ
再エネ市場はバブル期へ
・市場
セカンダリ市場急成長
・競合
同様サービス展開企業

直近業績
売上 1.86億円
ROS 10.23%
人員数3人

強み・成功パターン
・プラットフォームでクリーン

エネルギー経済圏をス
ピーディーに展開する。

・協働企業との提携を素
早く行い、ブランドによる
展開で他社を圧倒する。

・社内リソースのモノ「プ
ラットフォーム」運営以
外を協働ブレーンに任
せる。

・協働相手には執行役
員として権限と責任を
委譲する。

・プラットフォームで集まっ
た情報をもとに選定を
行い資本投下を行う。

ビジョン・目標
太陽光に関わるあら
ゆる経営課題の解決
に寄与するために、クリ
ーンエネルギーの総

合プラットフォームを
開発し、社会に新たな
高付加価値を生み出す

事業領域
再エネプレイヤーが
集う高付加価値のプ
ラットフォームを提供
する

経営目標

３年後売上9.1億円
ROS同等

１０年後売上500億円
利益率同等

〇定量面
・売上＋7.23億円／協働企業＋５社（建設、商社、PPS、VPP他）

○定性面
・事業面

・多くの人に知ってもらい利用してもらう方法が見えてこない。
・付加価値サービスが足りない。
・事業の評価尺度がない/評価制度がない
・協働先が決まっていない

・技術・ノウハウ面
・特許申請、審査請求後のノウハウ欠如

・対外面・ブランド面
・ブランド力がある協働先が未決定
・対外PR不足
・運営会社HPに信頼度が足りない

・組織面
・協働後の組織構造や組織運営方法が決まっていない
・情報共有の方法が未設定（候補trello、chatwork）
・意思決定方法が未設定（事業領域の範囲決定と権限委譲内容）

・ヒトの面
・従業員個々の将来像や実現目標が明確でない
・事業・経営について従業員の理解が足りない
・新規事業開発力を担う人材が不足
・能力・実績の評価制度が弱い

・業務・システム面
・リモートワークアプリの選定と学習

○販売から発電事業とIT事業の２本柱に

○FSP-Dモデルのプラットフォームビジネス展開

○協働企業との事業提携によるスピード展開

ギャップ

基本戦略

現状と将来見通し ビジョン・目標
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基本戦略のFrom→To

n経営戦略類型：アダブティブ派（適応重視派）インターネットのように日々刻々と変化している市場や競
合に対応しながら打ち手を打っていく（例LINE)

25

ＦＲＯＭ ＴＯ

太陽光販売、不動産仲介事業主体 発電事業、新規事業新IT事業を柱へ

2C主体 プラットフォームFSP-Dモデルに

関連外部ブレーン 協働企業による事業提携
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機能別戦略（IT業）

26

・プラットフォームによる情報収集→営業
不要（人件費圧縮）

＜財務戦略＞・複数の有名企業とWINWINな
協働・事業提携

＜提携戦略＞

・無料資産管理ツール
・資産の見える化
・クリーンエネルギーの総合プラット
フォーム

・広報、マーケティング活動 ・売買機能導入

・投資チャート機能導入
・バグの低減

○販売から発電事業とIT事業の２本柱に

○FSP-Dモデルのプラットフォームビジネス展開

○協働企業との事業提携によるスピード展開

＜商品戦略＞ ＜販売戦略＞

基 本 戦 略

＜システム戦略＞

・SNS
・DM

＜広報戦略＞
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組織戦略

n 将来の望ましい組織像を描いてみてください。

株主総会

発電事業部 IT事業部

社長

①事業業務提携

他社 協働企業

③事業持株会社

②持株会社移行条件
１ 提携業者からの要望
2 CVC、VCからの出資

④資本参入

長所・短所 持株会社

1 事業と経営の分離 ○

2 経営者のマネジメント負
担の軽減

○

3 事業責任者の意識改
革

○

4 分権・自律 ◎

5 部門損益の透明性 ◎

6 機構改革の容易製 ×（重要な変更
は株主総会）

7 赤字部門との損益通算 ×（重要な変更
は株主総会）

8 企業再編の容易製 ○

9 部門別人事・賃金制度 △
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ＫＰＩツリー

28

売上収益

アクティブユーザー

平均単価

広告流入

紹介

オンライン

オフライン

金融機関

SNS・ﾘｽﾃｨﾝｸﾞ広告

DM（紙・メール・FAX）

平均マッチング単価

紹介料 VPP・PPS・Jクレ

案件価格

同業他社

工事

付加価値
情報財

KGI K Process I

タイアップ広告

アフェリエイト

広告単価

平均購入単価

商品単価

１度当りの購入点数



©Yoshinori Iguchi 2019

計数計画 売上・利益計画

区 分 2020年度
（実績）

2021年度
（１年目）

2022年度
（２年目）

2023年度
（３年目）

事
業
系

太
陽
光
事
業

販売

売上 1.67億円 1.2億円 ー ー

利益 0.16億円 0.12億円 ー ー

発電

売上 0.11億円 0.5億円 0.9億円 1.3億円

利益 0.11億円 0.5億円 0.9億円 1.3億円

IT事業
売上 ー 0.1億円 3.9億円 7.8億円

利益 ー 0.1億円 0.39億円 0.78億円

合計 売上 1.86億円 1.87億円 4.8億円 9.1億円

利益
0.19億円 0.19億円 1.39億円 2.08億円

30
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計数計画 投資計画

区 分 2020年度 2021・22年度 2023年度

項目 金額 項目 金額 項目 金額

事
業
系

発電事業
1.6MW
年4千万円 2.1億円 2.45MW

年5.2千万円 3億円 1.5MW
年4千万円 2.5億円

IT事業
プラットフォー・
DM 0.13億円 広告宣伝

Ver Up 0.1億円 広告宣伝
Ver Up 0.1億円

合計 2.23億円 3.1億円 2.6億円

情報システム
Salesforce
API連携 0.01億円 Salesforce

API連携 0.01億円 Salesforce
API連携 0.01億円
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