
オペレーショナル・リストラクチャリング
Operational Restructuring

ビジネスが生む収益を確実に最終利益へと繋げる ‐ KPMGは低成長・業績

伸び悩みに直面する企業に対し、当期利益に直結する業績改善計画の策

定および導入・定着化を支援します。

KPMG では、 財務改善 （フィナンシャル ・ リストラクチャリング） サービスに加

え、 当期利益に直結する各損益項目の向上 ・ 改善を図る業務改善 （オペレー

ショナル ・ リストラクチャリング） サービスを提供しています。 OR とは、 単なるコ

スト削減や合理化を意味するものではありません。 経営戦略に則った事業の再

編、 業務プロセスの再構築、 商品構成の見直しなど、 あらゆる局面での事業 ・

業務の最適化を意味します。 KPMG は、 財務の視点に準拠した方法論に基づ

き、 クライアントとの協業を通じて、 目に見える効果を創出する計画策定、 導入・

定着化を支援しています。

● 売上が低迷している
● コスト比率が上がっている （原材料費が高騰している、 人件費が抑えられない、

 業務委託費 （外注費） 率が高いなど）
● M&A を実施した
● 業界再編が進んでいる （競争が激化している）
● 成長のための投資が必要
● 企業価値が低い （株価が低迷している）
● 投資家の期待が計画を上回っている

KPMG は、 このような事態をトリガーとして、 収益の改善機会を探っていきます。 優

れた業務改善の実施は、 コストを適正化するばかりでなく、 売上増加にも寄与します。

そうした施策の立案 ・ 実行のために、 過去 ・ 現在の会社の在り方を、 フィナンシャル

アドバイザーならではの定量的な視点で、 徹底的に洗い出していきます。

いくら売上を上げても、 コスト構造が適切でなければ利益は生まれません。 ビジネ

スが生む収益を確実に利益へと繋げるためには、 企業価値を創出する源泉である

収益ドライバーを適切に見極めた上で、 闇雲にあるべき姿を追求するのではなく、

「できること」 を優先して変革に取り組む必要があります。 目に見える成果の創出

をキーワードに、 収益改善機会を見極め、 当期利益に直結する施策を立案 ・ 実

行していきます。

事業計画の策定には平均 2.5 ヶ月が費やされると言われています。 こうして工数を

かけて策定された計画も、 ビジネス戦略や日常の業務と密接に関連し、 かつ過去の

実績に立脚したものでなければ実効性に乏しいものとなります。 計画書自体を 1 人

歩き可能な品質まで練り上げ、 各ステークホルダーへの説明資料に耐える、 単なる

数値目標を超えた、 「アクションプランとしての事業計画書」 策定をサポートします。

低成長 ・ 業績伸び悩みに苦しむ企業の中には、 想定外の資金需要の発生により、

資金調達の実行可否が企業の存続そのものに関わるケースがあります。 こうした事

態を避けるためには、 キャッシュ需要を正確に評価しコントロールしていくことが求め

られます。 資金ニーズを中長期的に把握する方法論の提供と、 余剰キャッシュの確

保と創出を継続的に実行するプロセス構築支援を行います。

OR（オペレーショナル・リストラクチャリン

グ）サービス

ORサービス提供の主な契機

ボトムライン向上、業務効率化実行支援

事業計画策定サポート

キャッシュマネジメント
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ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている
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おりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありませ
ん。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが
特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断下さい。

株式会社 KPMG FAS

事業計画、 資金計画の前提となる事業戦略の再構築を支援します。 また、 戦略や

企業目標を実現するために設定すべき具体的な業績評価指標 （Key Performance 

Indicator)*の策定、および目標の実行状況を常にモニタリングするための業務・組

織の在り方につき助言を行います。 KPIを単なる管理指標ではなく、 従業員の意

識変革のツールとして捕らえ、 全社を１つの方向性に向けてドライブする支援を行

います。

事業、 商品などのポートフォリオを把握し、 再編の必要性を判断します。 特に、 効

率化の必要性が高いもの、価値が毀損しているものに関しては、売却も含めた事業

再編シナリオを策定します。 同様に、 コア事業の強化、 不足しているリソースの補

充など、 企業価値の増大に結びつく企業や事業の買収に関しても積極的に検討

し、対象企業や事業のロングリストの作成やマッチングのサポートを実施します。

予実の管理、 月次の取りまとめなど経営の意思決定に必要となる管理データをタ

イムリーに集計することは管理部門の大きな負担になっています。 特に、買収を実

施した企業や数多くの関連会社を抱える親会社では、月次決算が単なる財務デー

タの収集 ・ 加工に終始してしまっているケースも散見されます。 企業 ・ 部門を跨っ

て散在する各種のデータを効率的に集約し、意思決定に資する指標に昇華させる

プロセス・インフラの導入を支援します。

包括的なアプローチを採ることで、 対症療法としての止血に留まらない、 根治療法

としての業務改善を実施していきます。 このアプローチにより、１. 追加的な収益改

善機会を見つける、 ２. 導入計画を加速させる、 ３. 経過を効率的に捕捉し課題を

抽出する、４. リスクを最小化させる、５. 利害関係者を味方に付ける、といった副次

的な（しかし重要な）効果を生み出します。

事業戦略の再構築・KPI策定支援

事業再編・M&A実施サポート

経営管理効率化支援

アプローチ

ビジネス要件把握と
現状のクイックレビュー
の実施

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

バリュードライバーの
見極め

施策オプションの
立案と評価

アクションプランの
策定

プランの導入・
定着化支援

◎プロジェクトの目的の
　明確化・定義

◎現状簡易調査の実施
　・ビジョン、経営戦略
　・ビジネスモデル
　・業界構造、環境
　・ポジショニング
　・事業戦略
　・業務プロセス
　・財務、法務
　・組織、人事制度
　・資本政策
　・IR

◎プロジェクトの編成

◎財務的な観点を前提とした
　上での仮説立案

◎分析の実施

◎領域ごとの個別施策の
　洗い出し

◎施策の評価実施
　・評価軸の抽出
　 　 難易度
　 　 スピード
　 　 規模、効果
　 　 リスク
　・個別施策の評価
　・施策のマッピング
　・優先順位付け

◎課題の抽出

予 防

不正・不祥事の

発 見 対 処 確 立

企業の社会的価値の

維 持 向 上

◎施策実施のためのタスクの
　洗い出し

◎実行可能なスケジューリング
　の策定

◎効率的なトラッキング・モニ
　タリングを可能とするKPIの
　設定

◎変革プロセス、役割分担の
　設計・定義

◎社内へのコミュニケーション
　プランの策定

◎ビジネスプランの策定

◎施策の実行サポート

◎実施状況のモニタリング

◎実行状況の評価および
　改善策の立案

◎コミュニケーションプランの
　実行サポート

◎実行リスクの軽減サポート

◎次ステップに向けた方向性
　策定

◎利害関係者調整および
　報告サポート
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事業計画、資金計画の前提となる事業戦略の再構築を支援します。また、
戦略や企業目標を実現するために設定すべき具体的な業績評価指標（Key 
Performance Indicator）*の策定、および目標の実行状況を常にモニタリングする
ための業務・組織の在り方につき助言を行います。KPIを単なる管理指標ではなく、
従業員の意識変革のツールとして捕らえ、全社を１つの方向性に向けてドライブする
支援を行います。

事業、商品などのポートフォリオを把握し、再編の必要性を判断します。特に、効
率化の必要性が高いもの、価値が毀損しているものに関しては、売却も含めた事
業再編シナリオを策定します。同様に、コア事業の強化、不足しているリソースの
補充など、企業価値の増大に結びつく企業や事業の買収に関しても積極的に検討
し、対象企業や事業のロングリストの作成やマッチングのサポートを実施します。

予実の管理、月次の取りまとめなど経営の意思決定に必要となる管理データをタイ
ムリーに集計することは管理部門の大きな負担になっています。特に、買収を実施
した企業や数多くの関連会社を抱える親会社では、月次決算が単なる財務データ
の収集・加工に終始してしまっているケースも散見されます。企業・部門を跨って散
在する各種のデータを効率的に集約し、意思決定に資する指標に昇華させるプロ
セス・インフラの導入を支援します。

包括的なアプローチを採ることで、対症療法としての止血に留まらない、根治療法
としての業務改善を実施していきます。このアプローチにより、１．追加的な収益改
善機会を見つける、２．導入計画を加速させる、３．経過を効率的に捕捉し課題を抽
出する、４．リスクを最小化させる、５．利害関係者を味方に付ける、といった副次的
な（しかし重要な）効果を生み出します。

事業戦略の再構築・KPI策定支援

事業再編・M&A実施サポート

経営管理効率化支援

アプローチ

*KPI:Key Performance Indicator
KPIは経営者がその経営管理のために最も重要と考えており、実際に自らの経営管理の実践において継続的にモニ

ターしている、経営、財務に係る定量的な指標。
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*KPI:Key Performance Indicator
KPIは経営者がその経営管理のために最も重要と考えており、実際に自らの経営管理の実践において継続的に

モニターしている、経営、財務に係る定量的な指標。


