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１.アクションシートとは 

 アクションシートは、逗子市商工会管内の個社（店）の経営能力や意欲を数値化し、そ

の数値によって「学ぶべき能力」や「磨かなければならない能力」、更には「高めなければ

ならない意欲」等々を、明示するものである。 大まかには、以下の手順で個社（店）が

活用できるようになっている。 

 

≪ステップ① 経営の健康診断（問診票による受診）≫ 

 個社（店）は、まず以下に示す「経営の健康診断」（すなわち問診票）を受診する。経営

指導員が質問形式で誘導しても構わないし、個社（店）が自ら実施しても良い。 

この健康診断（問診票）は、事業規模や業種業態にとらわれず、すべての事業者が悩ま

ず回答できるよう工夫されている。 

 

＝＝＝以下、経営の健康診断（問診票）＝＝＝ 

❶経営に掛ける「想い」や「使命感」のチェックをしましょう 

質問① 今取り組んでいる事業（商売）を出来るだけ長く頑張っていきたい？ 

3 点 2 点 1 点 

そう思う どちらとも言えない 思わない 

 

質問② 今取り組んでいる事業（商売）をもっと地域や社会のために発展させたい？ 

3 点 2 点 1 点 

そう思う どちらとも言えない 思わない 

 

質問③ 仕事をするのが楽しい？ 

3 点 2 点 1 点 

そう思う どちらとも言えない 思わない 

 

質問④ 今展開している事業（商売）や商品またはサービスは、自らも大好きだと言える？ 

3 点 2 点 1 点 

そう思う どちらとも言えない 思わない 

 

合計点 
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❷売上獲得状況のチェックをしましょう 

質問⑤ 現状の顧客数に満足している？ 

3 点 2 点 1 点 

そう思う どちらとも言えない 思わない 

 

質問⑥ まだまだ成長のためには顧客数を増やしたい？（質問④の回答結果に関わらず） 

3 点 2 点 1 点 

そう思う どちらとも言えない 思わない 

 

質問⑦ 顧客から提供している商品やサービス、行っている事業そのものの何れかに「満 

足している」旨の評価をいただくことがある？ 

3 点 2 点 1 点 

頻繁にある 稀にある 思わない 

 

質問⑧ 直近の 6 ケ月の間に新商品や新サービス、新しい品揃えや新事業を行っている？ 

3 点 2 点 1 点 

行った 準備中 行っていない 

 

質問⑨ 販売単価は適正だと思っている？ 

3 点 2 点 1 点 

思っている どちらとも言えない もっと値上げしたい 

もっと値下げしたい 

 

合計点  

❸コスト管理や資金繰り状況のチェックをしましょう 

質問⑩ 各種支払いが重み困っている？ 

3 点 2 点 1 点 

困っていない 稀に困っている 困っている 

 

質問⑪ 借入金があり返済に困っている？ 

3 点 2 点 1 点 

返済に困っていない 

（又は借入金無し） 

稀に困ることがある 困っている 
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質問⑫ 働いている方が居る場合、お給料を支払うことが負担だと思うことがある？ある 

いは、働いている方が居ない場合でも、生活費を確保することに苦慮している？ 

3 点 2 点 1 点 

負担とは感じない 

苦慮していない 

稀に負担だと思う 

稀に苦慮している 

負担になっている 

苦慮している 

 

質問⑬ 領収書、請求書、見積書、納品書等の事業（商売）で発生する各種証票や帳票の 

管理は万全である？ 

3 点 2 点 1 点 

万全に管理している 稀に漏れることがある あまり意識が無い 

 

合計点  

❹市場での適応力のチェックをしましょう 

質問⑭ Web やパソコンスキルには明るい方である？ 

3 点 2 点 1 点 

そう思う 人並み程度 思わない 

 

質問⑮ Web やパソコンスキルを事業（商売）に積極的に取り入れている？ 

3 点 2 点 1 点 

取り入れている 稀に取り入れる 取り入れていない 

 

質問⑯ 地域や社会の出来事に関心があり、各種メディア（雑誌、テレビのニュース、新 

聞等）を通じて情報を得ている？ 

3 点 2 点 1 点 

関心があり意識して 

得ている 

日常生活の中で 

自然に入ってくる程度 

あまり関心が無い 

 

質問⑰ 自社の提供している事業（商売）や商品、サービスで、万が一顧客に健康被害や 

環境被害を引き起こした場合、何かしらの対応策を準備している？ 

3 点 2 点 1 点 

準備がある その局面で最良策を 

取りたい 

とくに意識が無かった 
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質問⑱ 提供している事業（商売）や商品、サービスが、地域や社会、顧客からどのよう 

に思われているのかが気になる？ 

3 点 2 点 1 点 

意識的に気に掛けている 意識はしていないが 

気になる 

気にならない 

 

合計点  

❺労働環境のチェックをしましょう 

質問⑲ 休日をしっかり確保している？（働いている方が居る場合は含める）また、勤務 

日は、昼食の時間を確保する等、労働の間に休み時間を確保できている？     

（働いている方が居る場合は含む） 

3 点 2 点 1 点 

確保している 休めるときに休んでいる 確保できていない 

 

質問⑳ 職場は働きやすい環境である？（働いている方が居る場合は含む） 

3 点 2 点 1 点 

そう思う 人並み程度 

（同業と同程度） 

思わない 

 

合計点  

 

≪ステップ② 経営の健康診断の集計とフィードバック≫ 

 ステップ①で実施した健康診断（問診票）の回答は、得点を各項目で積算し集計する。

その各項目の得点や項目全体の合計点毎に、経営の健康度が示される。 

 

＝＝以下、集計と健康度のフィードバック＝＝ 

≪経営の健康診断（問診票）集計表≫ 

＝＝＝各項目の合計点を下記に転記し集計しましょう＝＝＝ 

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 

     

満点 あなたの得点 

６０  
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＝＝＝＝＝経営全体の健康度をチェックしましょう＝＝＝＝＝ 

５１点～６０点 

≪優良≫ 

とても健全な経営です 

地域経済の担い手として、引き続き尽力いただき、提供する

商品やサービスが、地域の方々に「どのような貢献」が出来

るのかを検討し、事業計画や経営理念に反映してみましょう。 

４１点～５０点 

≪健全≫ 

健全な経営です 

顧客の声に耳を傾け、顧客が望む商品やサービスを提供でき

ていることでしょう。近い将来、事業（商売）を「どのよう

に発展させたいのか」を検討し、商品やサービスに「その想

い」を組み込んでいきましょう。 

３１点～４０点 

≪順調≫ 

順調な経営です 

事業（商売）は順調なのではないでしょうか。常々、顧客の

声に耳を傾け、顧客が望む商品やサービスを創出する努力を

惜しまないようにしましょう。 

２１点～３０点 

≪努力≫ 

日常の運営に追われる経営です 

日々の業務に追われる一方、目の前に居るお客様への対応に

全力を注がれていることでしょう。売上の過不足や支払いで

の苦慮等の現状があれば目を背けずに、具体的な改善の道を

歩んでいきましょう。 

１点～２０点 

≪初心≫ 

初心に戻らなければならない経営です 

「お客様がまだまだ少ない」「支払いも大変」といった現状で

はありませんか。創業や起業時の頃を思い出し、提供してい

る商品やサービスが「お客様に価値あるものなのか？」を自

問し、事業計画を見直すか、新たに作成することで、明るい

未来を想像する必要があります。 

＝＝＝＝＝各項目のチェックをしましょう＝＝＝＝＝ 

❶ 

経営に掛ける 

「想い」や「使命感」 

あなたの得点 満点 

 
１２ 

１０点～１２点 

（優） 

経営理念や方針が優れています 

経営に掛ける「想い」や「使命感」を、事業（商売）で常々

意識した経営が出来ています。仮に、売上が芳しくない等、

苦境の中であっても、その「想い」や「使命感」を実現する

ために、努力を惜しまないことでしょう。 

６点～９点 

（良） 

経営理念や方針が機能しています 

経営が苦境のとき、くじけそうになったことがあるのではな
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いいでしょうか。それは、経営に掛ける「想い」や「使命感」

は認識しているものの、常々、意識的に行動出来ていないの

でしょう。定期的に「想い」や「使命感」を確認する時間を

設けましょう。 

１点～５点 

（可） 

経営理念や方針を見直すときです 

経営に掛ける「想い」や「使命感」が薄れてきています。何

故その事業（商売）を営んでいるのか、何故その商品を販売

しているのか、等々、今一度、意義や目的を検討してみまし

ょう。 

 

❷ 

売上獲得状況 

あなたの得点 満点 

 
１５ 

１０点～１５点 

（優） 

営業力・販売力・開発力が優れています 

展開する商品やサービスは、顧客ニーズを充足したものです。

顧客にとって魅力的に映っていることでしょう。従って新規

の顧客の獲得も想定通りのはずです。また、将来の顧客候補

である見込客の獲得にも余念が無く、順調であると言えます。 

６点～９点 

（良） 

営業力・販売力・開発力が機能しています 

既存顧客には、納得感が高い商品やサービスを展開している

と言えます。しかしながら、新規の顧客を計画的に獲得でき

ているとは言い難いのではないでしょうか。まずは見込客を

定義し、新規客に育てて囲い込めるよう、計画的に進めてい

きましょう。 

１点～５点 

（可） 

営業力・販売力・開発力を磨きましょう 

顧客のニーズを冷静に見つめ、現在取り扱っている商品やサ

ービスが、顧客にとって価値あるものなのかを再検討してく

ださい。あるいは、新たに商品やサービスを開発することも

一考です。 

 

❸ 

コスト管理や資金繰り状況 

あなたの得点 満点 

 
１２ 

７点～９点 

（優） 

資金繰りやコスト管理が優れています 

日々あるいは月次の収支は黒字であり、資金繰りも順調なよ

うです。新規顧客の獲得、既存顧客の深耕等に意識を向け、
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売上の更なる極大化を進める一方、発生しているコスト（費

用）の精査を怠らないようにしましょう。 

４点～６点 

（良） 

資金繰りやコスト管理は順調です 

日々あるいは月次で、稀に資金ショートが見え隠れすること

があるのではないでしょうか。それを「やりくり」する能力

が優れています。発生しているコスト（費用）の精査や支払

いサイトの延長等、可能な限り「支払いが楽になる」状況を

築き上げる努力を惜しまないようにしましょう。 

１点～５点 

（可） 

資金繰りやコスト管理に苦慮しています 

日々の支払いやコスト管理に苦慮しているのでは無いでしょ

うか。もちろん、無駄な支払いが無いか精査する等、支払い

の管理も大切ですが、何よりも売上を獲得する努力を惜しま

ないことです。売上が向上すれば、必ず収支は黒字に近づき、

資金繰りも楽になります。月末や支払いタイミングになると

気持ちが落ち込みそうなものですが、顔をあげて、顧客のた

めに何が出来るのか等、売上獲得意識を失わないようにしま

しょう。 

 

❹ 

市場での適応力 

あなたの得点 満点 

 
１５ 

１１点～１５点 

（優） 

市場に対して柔軟な対応力があります 

市場のトレンドや、地域・社会の近況を観察する能力が優れ

ています。その中で肌身に感じた「機会」や「脅威」に対し

て、柔軟に対応していることでしょう。今後は、「機会」をよ

り意識して、日々の事業（商売）に取り入れてみることも一

考です。 

６点～１０点 

（良） 

市場の観察力があります 

市場のトレンドや、地域・社会の近況を観察する意識が高い

と言えます。しかしながら、観察すべき事象や媒体（各種メ

ディア）の選択が機能していない可能性が否めません。自社

の事業（商売）にとって必要な事象は何なのか、そもそもそ

の事象を効率的に観察できる媒体は何なのかを入念に検討

し、実施しましょう。 

１点～５点 

（可） 

市場や顧客、競合に関心を持つようにしましょう 

世の中のビジネスのトレンドは何なのか、同業者はどのよう
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なチャレンジをしていて、何に苦慮しているのか等々、自社

の事業（商売）にとって必要な事象を観察する意識を持つよ

うにしましょう。 

 

❺ 

労働環境 

あなたの得点 満点 

 
６ 

６点 

（優） 

働きやすい職場です 

休日、休み時間を意識的に確保できています。オン・オフの

切り替えが充実しており、仕事の効率やパフォーマンスも高

いと言えます。今後は家庭の行事も大切にし、公私ともに充

実した生活が送れるよう、改善の努力を怠らないようにして

いきましょう。 

４点～５点 

（良） 

仕事中心の職場です 

仕事が繁忙だから等の理由で、休日や休憩時間を確保できて

いません。肉体的にも精神的にも「身体が資本」です。身体

をいたわり、事業（商売）が継続できる環境創りを意識しま

しょう。 

１点～３点 

（可） 

大幅な改善が必要です 

肉体的にも精神的にも疲労感がピークを迎えている可能性が

高いです。また法的にも課題があります。事業（商売）の継

続のためには、オン・オフのメリハリが最重要であることを

意識するようにしましょう。 

 

≪ステップ③ 得点分類に応じた身に着けるべき能力や意欲の明示≫ 

 ステップ②の集計結果に基づき、経営の健康度を「全体」「各項目」毎で分類している。

個社（店）は自らが属する分類のアクション№を確認し、逗子市商工会ホームページに掲

載されているアクション№のカード内容を見ることで、身に着けるべき経営能力や知識、

意欲等を確認できるようになっている。 

 アクションカードには、具体的に「取り組むべき個別論点」が記載されているので、そ

の内容にそって学び、実践することで、必要な能力や知識、意欲を習得することが可能で

ある。仮に内容の理解が進まず、わからない箇所があった場合でも、「どの箇所」がわから

ないかを経営指導員等に相談することができるようになっており、相談がスムーズに行え

る手解きがされている。 
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≪経営のアクションシート①≫ 

＝＝＝経営の健康診断（経営全体の健康度）を踏まえて、取り組みをはじめよう＝＝＝ 

分類 経営の健康度 アクション№ 

≪サブアクション≫ 

５１点～６０点 

≪優良≫ 

とても健全な経営です ⑯⑪ 

≪③⑬≫ 

４１点～５０点 

≪健全≫ 

健全な経営です ⑯⑪ 

≪②⑰≫ 

３１点～４０点 

≪順調≫ 

順調な経営です 

 

⑨⑪ 

≪④⑧⑳㉒≫ 

２１点～３０点 

≪努力≫ 

日常の運営に追われる経営です 

 

⑨⑪ 

≪⑦⑮⑱㉑≫ 

１点～２０点 

≪初心≫ 

初心に戻らなければならない経営です 

 

⑨⑪ 

≪⑩⑫⑭⑲㉓≫ 

≪経営のアクションシート②≫ 

＝＝経営の健康診断（各項目）を踏まえてより良くなるための取り組みをはじめよう＝＝ 

❶経営に掛ける「想い」や「使命感」 
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❷売上獲得状況のチェックをしましょう 
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❸コスト管理や資金繰り状況のチェックをしましょう 

 

❹市場での適応力のチェックをしましょう 
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❺労働環境のチェックをしましょう 

 

≪経営のアクションカード≫ 

＝＝＝取り組むべきアクション№を選択し、具体的な活動に着手しましょう！＝＝＝ 

アクション№ アクションカード名 

① チラシの作成の仕方 

② 商品開発の仕方 

③ 見込客と新規客獲得の仕方 

④ 販売促進活動の仕方 

⑤ POP の作り方 

⑥ 屋外看板（屋外広告）の作り方 

⑦ 適切な在庫管理と仕入の仕方 
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⑧ 雇用管理の仕方 

⑨ 事業計画の書き方 

⑩ 支払い管理の仕方 

⑪ 支援機関との関係性の創り方 

⑫ 資金繰りの仕方 

⑬ ライフプランの立て方 

⑭ パソコンや Web の活用と学び方 

⑮ Web 販促の仕方 

⑯ 新経営の進め方 

⑰ 商圏調査の仕方 

⑱ ターゲットの設定の仕方 

⑲ 事業環境分析の仕方 

⑳ 経営リスクの回避の準備の仕方 

㉑ 知っておきたい経営関連法規 

㉒ 顧客や市場ニーズのつかみ方 

㉓ ５S 活動の進め方 
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２. 2019年実施個社（店）のアクションシート得点一覧 

１）事業計画策定意志のある個社（店）の得点一覧 

 本項目は、経営発達支援計画の中の「事業計画策定支援に関すること」に位置する。

経営改善や新たな取組みを開始するにあたり、アクションシートを実施した個社は 2019

年は、12社になる。そのうち、創業間もない等の理由で、後述の分析対象から除外し

た結果、下表の 11社を分析対象としている。 

 

 

２）事業計画策定後の個社（店）の得点一覧 

本項目は、経営発達支援計画の中の「事業計画策定後の実施支援に関すること」に位

置する。事業計画を過去に策定済みであるが、経営指導員から見て、何らかの経営改善

が必要とする 17の個社を対象としている。 
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３.分析結果の報告と改善策等 

１）重回帰分析による逗子市個社（店）特長把握 

①事業計画策定意志のある個社（店）の特長 

・売上高の視点 

 売上の分析においては、I社は創業間もないため、6ケ月の進捗を踏まえた年間見込

になる。また、A社についても同様である。 

 分析における売上データは直近期を採用し、下表のとおりになる。 

 
 重回帰分析の結果は次のようになる。 
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・営業利益の視点 

営業利益の分析においては、I社は創業間もないため、6ケ月の進捗を踏まえた年間

見込になる。また、A社についても同様である。 

 分析における営業利益データは直近期を採用し、下表のとおりになる。 

 

 重回帰分析の結果は次のようになる。 
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・売上高成長率の視点 

売上高成長率の分析においては、創業間もない A、B、I社は、前年比較が不可能、更

には換算比較も適切では無いとの観点から、分析対象から除外している。 

 分析における売上高成長率データは直近期（前年比）を採用し、下表のとおりになる。 

 

 重回帰分析の結果は次のようになる。 
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・営業利益成長率の視点 

営業利益成長率の分析においては、創業間もない A、B、I 社は、前年比較が不可能、

更には換算比較も適切では無いとの観点から、分析対象から除外している。 

 分析における営業利益成長率データは直近期（前年比）を採用し、下表のとおりにな

る。 

 

 重回帰分析の結果は次のようになる。 
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②事業計画策定後の個社（店）の特長 

・売上高の視点 

売上の分析においては、AA社は 2018年に試験的に実施した結果になる。T社、Z社

は創業間もないため、6ケ月の進捗を踏まえた年間見込になる。X社は、創業間もない

が実績ベースで計上している。 

 分析における売上データは直近期を採用し、下表のとおりになる。 

 

 重回帰分析の結果は次のようになる。 

 



p. 21 
 

・営業利益の視点 

営業利益の分析においては、AA社は 2018年に試験的に実施した結果になる。T社、Z

社は創業間もないため、6ケ月の進捗を踏まえた年間見込になる。X社は、創業間もな

いが実績ベースで計上している。 

 分析における営業利益データは直近期を採用し、下表のとおりになる。 

 
 重回帰分析の結果は次のようになる。 
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・売上高成長率の視点 

売上高成長率の分析においては、AA社は 2018年に試験的に実施した結果になる。T

社、Z社、X社は、創業間もないため、分析にふさわしくないとの判断で本年の対象よ

り除外している。 

 分析における売上高成長率データは直近期を採用し、下表のとおりになる。 

 

 重回帰分析の結果は次のようになる。 
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・営業利益成長率の視点 

営業利益成長率の分析においては、AA 社は 2018年に試験的に実施した結果になる。

T社、Z社、X社は、創業間もないため、分析にふさわしくないとの判断で本年の対象

より除外している。 

 分析における営業利益成長率データは直近期を採用し、下表のとおりになる。 

 

 重回帰分析の結果は次のようになる。 
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２）分析結果から俯瞰した個社（店）の改善の方向性 

①事業計画策定意志のある個社（店）の重回帰分析における影響度 

≪売上高の視点≫ 

 重回帰分析の結果、個社（個店）の売上高は下グラフ、式で表現できる。 

 

（売上高への影響度） 

Y＝5,450,790×①＋28,519,822×②－1,237,3681×③＋753,357×④－16,865,040×⑤ 

（売上高の算出式） 

 以上のことから、逗子市商工会管内の個社が、売上の極大化を進めるには、以下の経

営視点に力点を置いて「改善」していく必要がある。 

取り組み（改善）優先順位 取り組み（改善）テーマ 

１位 質問カテゴリー② 

売上獲得状況の把握と向上の強い意志と行動 

2位 質問カテゴリー① 

経営に掛ける「想い」や「使命感」 

3位 質問カテゴリー④ 

市場への適応力 

 

 なお、上式の「－ マイナス」テーマについては、売上の極大化に貢献しないため、

改善に力点を置く必要性は薄い。 
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≪営業利益の視点≫ 

 重回帰分析の結果、個社（個店）の営業利益は下グラフ、式で表現できる。 

 
（営業利益への影響度） 

Y＝－484,772×①＋1,874,973×②＋547,421×③＋186,500×④－54,140×⑤ 

（営業利益の算出式） 

 以上のことから、逗子市商工会管内の個社が利益の極大化を進めるには、以下の順位

に力点を置いて「改善」していく必要がある。 

取り組み（改善）優先順位 取り組み（改善）テーマ 

１位 質問カテゴリー② 

売上獲得状況の把握と向上の強い意志と行動 

2位 質問カテゴリー③ 

コスト管理や資金繰り状況の把握 

3位 質問カテゴリー④ 

市場への適応力 

 

 なお、上式の「－ マイナス」テーマについては、利益の極大化に貢献しないため、

改善に力点を置く必要性は薄い。 
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≪売上高成長率の視点≫ 

 重回帰分析の結果、個社（個店）の売上高成長率は下グラフ、式で表現できる。 

 

（売上高成長率への影響度） 

Y＝0.1262×①＋0.0760×②－0.0459×③－0.0670×④－0.0788×⑤ 

（売上高成長率の算出式） 

 以上のことから、逗子市商工会管内の個社が売上高成長率の極大化を進めるには、以

下の順位に力点を置いて「改善」していく必要がある。 

取り組み（改善）優先順位 取り組み（改善）テーマ 

１位 質問カテゴリー① 

経営に掛ける「想い」や「使命感」 

2位 質問カテゴリー② 

売上獲得状況の把握と向上の強い意志と行動 

 

 なお、上式の「－ マイナス」テーマについては、売上高成長率の極大化に貢献しな

いため、改善に力点を置く必要性は薄い。 
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≪営業利益成長率の視点≫ 

 重回帰分析の結果、個社（個店）の営業利益成長率は下グラフ、式で表現できる。 

 

（営業利益成長率への影響度） 

Y＝1.4827×①＋2.4368×②－0.8792×③－2.5379×④－0.3823×⑤ 

（営業利益成長率の算出式） 

 以上のことから、逗子市商工会管内の個店が、営業利益成長率の極大化を進めるには、

以下の順位に力点を置いて「改善」していく必要がある。 

取り組み（改善）優先順位 取り組み（改善）テーマ 

１位 質問カテゴリー② 

売上獲得状況の把握と向上の強い意志と行動 

2位 質問カテゴリー① 

経営に掛ける「想い」や「使命感」 

 

 なお、上式の「－ マイナス」テーマについては、営業利益成長率の極大化に貢献し

ないため、改善に力点を置く必要性は薄い。 
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②事業計画策定後の個社（店）の重回帰分析における影響度 

≪売上高の視点≫ 

 重回帰分析の結果、個社（個店）の売上高は下グラフ、式で表現できる。 

 

（売上高への影響度） 

Y＝947,178×①＋9,387,190×②－4,421,669×③＋96,632×④－1,278,049×⑤ 

（売上高の算出式） 

 以上のことから、逗子市商工会管内の個社が、売上の極大化を進めるには、以下の経

営視点に力点を置いて「改善」していく必要がある。 

取り組み（改善）優先順位 取り組み（改善）テーマ 

１位 質問カテゴリー② 

売上獲得状況の把握と向上の強い意志と行動 

2位 質問カテゴリー① 

経営に掛ける「想い」や「使命感」 

3位 質問カテゴリー④ 

市場への適応力 

 

 なお、上式の「－ マイナス」テーマについては、売上の極大化に貢献しないため、

改善に力点を置く必要性は薄い。 
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≪営業利益の視点≫ 

 重回帰分析の結果、個社（個店）の営業利益は下グラフ、式で表現できる。 

 
（営業利益への影響度） 

Y＝－311,547×①＋1,660,884×②－205,363×③－61,036×④－235,757×⑤ 

（営業利益の算出式） 

 以上のことから、逗子市商工会管内の個社が利益の極大化を進めるには、以下の順位

に力点を置いて「改善」していく必要がある。 

取り組み（改善）優先順位 取り組み（改善）テーマ 

１位 質問カテゴリー② 

売上獲得状況の把握と向上の強い意志と行動 

 

 なお、上式の「－ マイナス」テーマについては、利益の極大化に貢献しないため、

改善に力点を置く必要性は薄い。 
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≪売上高成長率の視点≫ 

 重回帰分析の結果、個社（個店）の売上高成長率は下グラフ、式で表現できる。 

 

（売上高成長率への影響度） 

Y＝0.00909×①＋0.00411×②－0.0196×③＋0.03848×④－0.00403×⑤ 

（売上高成長率の算出式） 

 以上のことから、逗子市商工会管内の個社が売上高成長率の極大化を進めるには、以

下の順位に力点を置いて「改善」していく必要がある。 

取り組み（改善）優先順位 取り組み（改善）テーマ 

1位 質問カテゴリー④ 

市場への適応力 

2位 質問カテゴリー① 

経営に掛ける「想い」や「使命感」 

3位 質問カテゴリー② 

売上獲得状況の把握と向上の強い意志と行動 

 

 なお、上式の「－ マイナス」テーマについては、売上高成長率の極大化に貢献しな

いため、改善に力点を置く必要性は薄い。 

 

 

  



p. 31 
 

≪営業利益成長率の視点≫ 

 重回帰分析の結果、個社（個店）の営業利益成長率は下グラフ、式で表現できる。 

 

（営業利益成長率への影響度） 

Y＝－1.8562×①＋0.9935×②－0.0949×③＋1.0278×④－0.0740×⑤ 

（営業利益成長率の算出式） 

 以上のことから、逗子市商工会管内の個店が、営業利益成長率の極大化を進めるには、

以下の順位に力点を置いて「改善」していく必要がある。 

取り組み（改善）優先順位 取り組み（改善）テーマ 

１位 質問カテゴリー④ 

市場への適応力 

2位 質問カテゴリー② 

売上獲得状況の把握と向上の強い意志と行動 

 

 なお、上式の「－ マイナス」テーマについては、営業利益成長率の極大化に貢献し

ないため、改善に力点を置く必要性は薄い。 
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３）重回帰分析がもたらす傾向の総括 

 個社（個店）が経営において、単年の売上や営業利益の額の極大化を目指す「短期的

思考」を掲げるのか、あるいは、成長率といった「中長期的思考」を掲げるのかにより、

個社の取組むべき対応は分かれる。具体的には以下の図のとおりである。 

 

（事業計画策定意志のある個社） 

 

（事業計画遂行上で経営改善の必要性がある個社） 
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今後、アクションシート実施個社数が後述するように増えていけば、個社の成長率や

単年の売上や利益の額の推察が「精度高く」確認できるようになる。このことは逗子市

商工会管内で事業を営み「計画を策定しようとする個社」の「実現性の高い」計画策定

の実現に 1歩近づく。 

 

４）今後の分析の課題 

これまでのアクションシート実施個社は、現時点で累計 29 社（店）になる。しかしなが

ら、より逗子市商工会管内の経営改善傾向を「精度高く」把握するためには、絶対数が不

足している。経営発達支援計画が対象にする逗子市の全ての事業者数は、1891 社（店）で

ある。 

 逗子市 神奈川県 

第１次産業 1 694 

第２次産業 194 49,155 

第３次産業 1,696 254,264 

 要求精度 8％、信頼率 90％を当面の目標に設定すると、約 101 社（店）が必要になる

ため、残り 72 社（店）を今後、累積して調査していく必要がある。 
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４.調査に関するお問合せ先 

 逗子市商工会 小牧（電話 046‐873‐2774） 

  〒249-0004 神奈川県逗子市沼間１丁目５−１ 

 


