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ウィズコロナの事業計画の特徴、
平時との違い
-

そもそも、ウィズコロナの事業計画は、平
時のそれと何が違うのか。主に以下の3つの
点が、ウィズコロナの特徴と考えられる。

 不確実性への備え
ワクチン供給やコロナ収束時期・収束程度
などは不確実であるため、それらについて
複数のシナリオを想定する必要がある。そし
て、メインシナリオ通りに進まなかった場合
に備えて、サブシナリオにシフトする柔軟性
を予め具備しておくことが望ましい。

 短期影響への対応
特に、政府・自治体による行動制限・自粛
要請や消費者自身の行動様式の変化に直接
的な影響を受けている業種・企業では、売上
高が激減したことで、流動性資金の確保や
赤字縮小が喫緊の課題となっている。

 ニューリアリティ・新常態に向けた変革
アフターコロナにおいて、売上水準が戻ら
ない、消費者の行動様式や価値観が変わる、
自国主義や米中関係の変化により海外地域
戦略の見直しが必要になるなど、事業・経営
環境が恒久的に一変する可能性がある。これ
らを見据えた事業変革が求められる。

ウィズコロナにおける
事業計画策定アプローチ
-

以上の3点を捉え、適切に事業計画を策
定するためのアプローチはどうあるべきか。
「成行き将来予測」、「改善施策の検討・事業
構造の再考」、「事業ポートフォリオの再考」
の3つのステップにおけるポイントと、企業
における取組み事例を紹介する。

 成行き将来予測
政府・自治体主導の行動制限と経済刺激
策のバランス、第4波・第5波の発生可能性、
ワクチンの供給・集団免疫等が、今後どのよ
うに進み、現状から部分的収束を経て完全
収束に至るのか。COVID-19の収束時期や
回復程度は、大きな前提・想定となる。代表
的なシナリオは、（A）1年から2年後に概ね
収束、（B）3年から5年後に概ね収束、（C）
長期にわたり部分的収束にとどまる、である。
これらのシナリオに基づき、財務シミュレー
ションを実施したり、より詳細に月次での回
復時期や回復カーブを想定したりするケース
が多い。これまで企業によって公表された
事業計画前提としては、（A）のシナリオが最
も多く見受けられる。

[ 事例 ]

【鉄道会社】 定期収入は従来の約85%

までしか戻らないと予測。運搬収入は

従来の約90%までしか戻らない前提で
中計見直し
【衣料品会社】 テレワーク等が進みビジ
ネスウェアのカジュアル化が5年から10

年前倒しで進む。スーツ・フォーマル市場
は縮小し、コロナ後も、スーツ市場はコ
ロナ前の水準に戻らない
【エアライン会社】 国際旅客は22年末
までに80%程度回復した後に、24年に
向けて漸次回復。国内旅客は国際線に
比べて回復が早く、22年以降はほぼコ
ロナ前水準に回復と予測
【居酒屋チェーン会社】 アフターコロナ
でも、ビフォアーコロナには戻らない

 改善施策の検討・事業構造の再考
大幅な売上減少や営業赤字に直面してい
る企業では、何より「流動性資金の確保」が重
要（“Cash is King”）であり、業績（PL）や純
資産にマイナス影響がでても資金確保が優
先される。具体的には運転資本の圧縮、投資
抑制、資産売却、コロナ支援融資の調達など
である。また様々なコスト削減施策や事業規
模の縮小等が検討され、不採算拠点の閉
鎖、子会社の売却・清算、従業員の削減など
短期的視点でのリストラクチャリングが進め
られる。ただし、アフターコロナでの事業価
値を損ねる関係（トレードオフ）にあるため、
バランスや優先度に留意が必要である。

[ 事例 ]

【エアライン会社】 余剰人員を外部に一
次派遣・出向。家電量販店のコールセン
ター、SMの店舗スタッフ、企業の受付・
事務・企画職などに従事
【自動車部品会社】 赤字継続の海外拠点
撤退をOEM及び代替サプライヤーと交
渉中。早期撤退し赤字流出を止めること
がオプション選択において最重要
【ファミリーレストラン会社】 これまでコス
ト・店舗削減を進めてきたが、これ以上
はアフターコロナでの復元力を大きく
損なう。今後は第三者割当増資や新株
予約権等で自己資本回復を図る
【旅行会社】 1億円に減資し「中小企業
扱い」で税負担軽減を図る

一方、COVID-19によってもたらされる
ニューリアリティ・新常態を見据えた「事業
構造の再考」、すなわち、ビジネスモデル、
パートナーシップ、グローバル戦略の見直し
や、コストベースやサプライチェーンの再考
といった中長期的視点でのリストラクチャリ
ングも重要となる。これらに早期に取り組む
ことやその巧拙が、ウィズ／アフターコロナ
での競争優位性につながる。また、M&Aも
有効な手段となる。

[ 事例 ]

【衣料品会社】 スーツ市場は元に戻らな
いと判断。2割の店舗閉鎖、セレクトショッ
プや機能アパレルとビジネスカジュアル
衣料の開発を急ぐ。スーツ事業は在庫な
し・省スペースで売れるオーダースーツ販

売にシフト。市場は18年比8割に戻ると
想定し、その時利益が出る体制に変革
【小売流通会社】 新型コロナウィルスで
ネットスーパーなどデジタルサービスの
需要が急伸。即戦力のデジタル人材の
大量獲得を急ぐ
【ヘルスケア会社】 コロナを背景にオン
ライン医療のニーズが高まっており、米
国で遠隔医療サービスを立ち上げ
【建設会社】 M&Aを含む社外連携強化の
ために新しい組織を設置。社外の技術
力や営業網などを取り込み、景気の波に
耐えられる体制づくりを進める

 事業ポートフォリオの再考
改善施策・事業構造を十分に検討・再考し
ても、もはや魅力的でない事業・拠点などが
存在する。それらは、戦略的オプションとし
て、「継続or売却or清算」の検討対象となる。
その際、各オプションの経済性や価値を定
量化することが合理的な判断の助けとなる。
継続オプションでは、実現可能性の高い合
理的な事業計画に基づく事業・株式価値を
試算し、売却オプションでは、継続オプショ
ンで算出した価値をベースに売却価値を試
算する。また、清算オプションでは、清算貸
借対照表に基づく清算価値を試算する。加え
て定性面として、事業リスクや事業計画の実
現可能性、売却時のカーブアウト／スタンド
アローンイシュー、レピュテーション・リス
ク、ノウハウ流出等を検討し、各オプション
を比較分析し、意思決定する。

[ 事例 ]

【電鉄会社】 グループのバス事業のうち
首都圏と地方を結ぶ長距離夜行バスか
ら事実上撤退。旅行需要減少を踏まえ、
休止や廃止、共同運行から単独運行に
切り替え
【化粧品会社】 日用品事業をファンドに
売却し、事業の選択と集中を加速。高価
格帯事業に経営資源を集中
【百貨店会社】 不動産子会社のファンド

への売却。ビジネスモデルの抜本的な転
換が求められる中、選択と集中を急ぐ
【百貨店会社】 郊外店の脱百貨店化の
加速。競合の撤退が相次ぐ中、郊外店を
地域の拠点にしたり、ほかの小売業のフ
ランチャイズチェーンに加盟したり、百
貨店外の新たな収益源を探る

ステークホルダーとの
コミュニケーション
-

以上の検討のもとに、事業計画や各種施
策を実行する際は、取引先、金融機関、株主、
従業員といった自社を取り巻く様々なステー
クホルダーの理解と支援を得る必要がある。
コロナ支援融資調達や返済期限延長、従業
員の給与水準引下げ、賃料減免・延払い、取
引条件の見直しなど、難易度の高いコミュニ
ケーションが必要となるが、いずれもウィズ

コロナの難局を乗り切るために重要である。
これらにあたっては、自社の戦略を見直し、
合理的な事業計画を策定し、誠実に適時適
切なコミュニケーションを図ることが基本と
なる。なお、最善を尽くしても「企業価値＜有
利子負債」となれば、抜本的な金融支援や金
融調整が必要となり、合意形成のための手続
きとして、事業再生ADRなどの私的整理手
続や、民事再生法・会社更生法などの法的
整理手続を戦略的に活用するケースも生じる。

ウィズコロナの事業計画の要諦
-

COVID-19が世の中を大きく変え、企業の
業績や財務状況に影響を与えているのは逃
れようのない事実である。この変化を機会と
捉え、アフターコロナでの自社の在り方を
考え抜き、ウィズコロナにおいて対応・変革
することこそが、今求められている。
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現在、ワクチン提供が開始されたものの、新型コロナウィルス感染症
（以下、「COVID-19」という）の収束時期や回復程度は、依然不透明
な「ウィズコロナ」の状況が続いている。多くの企業がCOVID-19の
影響を受け、流動性資金の確保やウィズ／アフターコロナを見据えた
ビジネスモデルへの変革を検討・実行している。財務面等の必要性か
ら待ったなしで施策を講じる必要があり、ステークホルダーとのより
丁寧なコミュニケーションや合意形成も求められている。ウィズコロ
ナの今、こうした対応はどうあるべきか。事業計画策定とその中での
各種施策に焦点をあて、事例も交えて考察する。

© 2021 KPMG FAS Co., Ltd., a company established under the Japan Companies Act and a member firm of the KPMG global organization of 
independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.10 KPMG FAS Newsletter “Driver” Vol.07



ウィズコロナの事業計画の特徴、
平時との違い
-

そもそも、ウィズコロナの事業計画は、平
時のそれと何が違うのか。主に以下の3つの
点が、ウィズコロナの特徴と考えられる。

 不確実性への備え
ワクチン供給やコロナ収束時期・収束程度
などは不確実であるため、それらについて
複数のシナリオを想定する必要がある。そし
て、メインシナリオ通りに進まなかった場合
に備えて、サブシナリオにシフトする柔軟性
を予め具備しておくことが望ましい。

 短期影響への対応
特に、政府・自治体による行動制限・自粛
要請や消費者自身の行動様式の変化に直接
的な影響を受けている業種・企業では、売上
高が激減したことで、流動性資金の確保や
赤字縮小が喫緊の課題となっている。

 ニューリアリティ・新常態に向けた変革
アフターコロナにおいて、売上水準が戻ら
ない、消費者の行動様式や価値観が変わる、
自国主義や米中関係の変化により海外地域
戦略の見直しが必要になるなど、事業・経営
環境が恒久的に一変する可能性がある。これ
らを見据えた事業変革が求められる。

ウィズコロナにおける
事業計画策定アプローチ
-

以上の3点を捉え、適切に事業計画を策
定するためのアプローチはどうあるべきか。
「成行き将来予測」、「改善施策の検討・事業
構造の再考」、「事業ポートフォリオの再考」
の3つのステップにおけるポイントと、企業
における取組み事例を紹介する。

 成行き将来予測
政府・自治体主導の行動制限と経済刺激
策のバランス、第4波・第5波の発生可能性、
ワクチンの供給・集団免疫等が、今後どのよ
うに進み、現状から部分的収束を経て完全
収束に至るのか。COVID-19の収束時期や
回復程度は、大きな前提・想定となる。代表
的なシナリオは、（A）1年から2年後に概ね
収束、（B）3年から5年後に概ね収束、（C）
長期にわたり部分的収束にとどまる、である。
これらのシナリオに基づき、財務シミュレー
ションを実施したり、より詳細に月次での回
復時期や回復カーブを想定したりするケース
が多い。これまで企業によって公表された
事業計画前提としては、（A）のシナリオが最
も多く見受けられる。

[ 事例 ]

【鉄道会社】 定期収入は従来の約85%

までしか戻らないと予測。運搬収入は

従来の約90%までしか戻らない前提で
中計見直し
【衣料品会社】 テレワーク等が進みビジ
ネスウェアのカジュアル化が5年から10

年前倒しで進む。スーツ・フォーマル市場
は縮小し、コロナ後も、スーツ市場はコ
ロナ前の水準に戻らない
【エアライン会社】 国際旅客は22年末
までに80%程度回復した後に、24年に
向けて漸次回復。国内旅客は国際線に
比べて回復が早く、22年以降はほぼコ
ロナ前水準に回復と予測
【居酒屋チェーン会社】 アフターコロナ
でも、ビフォアーコロナには戻らない

 改善施策の検討・事業構造の再考
大幅な売上減少や営業赤字に直面してい
る企業では、何より「流動性資金の確保」が重
要（“Cash is King”）であり、業績（PL）や純
資産にマイナス影響がでても資金確保が優
先される。具体的には運転資本の圧縮、投資
抑制、資産売却、コロナ支援融資の調達など
である。また様々なコスト削減施策や事業規
模の縮小等が検討され、不採算拠点の閉
鎖、子会社の売却・清算、従業員の削減など
短期的視点でのリストラクチャリングが進め
られる。ただし、アフターコロナでの事業価
値を損ねる関係（トレードオフ）にあるため、
バランスや優先度に留意が必要である。

[ 事例 ]

【エアライン会社】 余剰人員を外部に一
次派遣・出向。家電量販店のコールセン
ター、SMの店舗スタッフ、企業の受付・
事務・企画職などに従事
【自動車部品会社】 赤字継続の海外拠点
撤退をOEM及び代替サプライヤーと交
渉中。早期撤退し赤字流出を止めること
がオプション選択において最重要
【ファミリーレストラン会社】 これまでコス
ト・店舗削減を進めてきたが、これ以上
はアフターコロナでの復元力を大きく
損なう。今後は第三者割当増資や新株
予約権等で自己資本回復を図る
【旅行会社】 1億円に減資し「中小企業
扱い」で税負担軽減を図る

一方、COVID-19によってもたらされる
ニューリアリティ・新常態を見据えた「事業
構造の再考」、すなわち、ビジネスモデル、
パートナーシップ、グローバル戦略の見直し
や、コストベースやサプライチェーンの再考
といった中長期的視点でのリストラクチャリ
ングも重要となる。これらに早期に取り組む
ことやその巧拙が、ウィズ／アフターコロナ
での競争優位性につながる。また、M&Aも
有効な手段となる。

[ 事例 ]

【衣料品会社】 スーツ市場は元に戻らな
いと判断。2割の店舗閉鎖、セレクトショッ
プや機能アパレルとビジネスカジュアル
衣料の開発を急ぐ。スーツ事業は在庫な
し・省スペースで売れるオーダースーツ販

売にシフト。市場は18年比8割に戻ると
想定し、その時利益が出る体制に変革
【小売流通会社】 新型コロナウィルスで
ネットスーパーなどデジタルサービスの
需要が急伸。即戦力のデジタル人材の
大量獲得を急ぐ
【ヘルスケア会社】 コロナを背景にオン
ライン医療のニーズが高まっており、米
国で遠隔医療サービスを立ち上げ
【建設会社】 M&Aを含む社外連携強化の
ために新しい組織を設置。社外の技術
力や営業網などを取り込み、景気の波に
耐えられる体制づくりを進める

 事業ポートフォリオの再考
改善施策・事業構造を十分に検討・再考し
ても、もはや魅力的でない事業・拠点などが
存在する。それらは、戦略的オプションとし
て、「継続or売却or清算」の検討対象となる。
その際、各オプションの経済性や価値を定
量化することが合理的な判断の助けとなる。
継続オプションでは、実現可能性の高い合
理的な事業計画に基づく事業・株式価値を
試算し、売却オプションでは、継続オプショ
ンで算出した価値をベースに売却価値を試
算する。また、清算オプションでは、清算貸
借対照表に基づく清算価値を試算する。加え
て定性面として、事業リスクや事業計画の実
現可能性、売却時のカーブアウト／スタンド
アローンイシュー、レピュテーション・リス
ク、ノウハウ流出等を検討し、各オプション
を比較分析し、意思決定する。

[ 事例 ]

【電鉄会社】 グループのバス事業のうち
首都圏と地方を結ぶ長距離夜行バスか
ら事実上撤退。旅行需要減少を踏まえ、
休止や廃止、共同運行から単独運行に
切り替え
【化粧品会社】 日用品事業をファンドに
売却し、事業の選択と集中を加速。高価
格帯事業に経営資源を集中
【百貨店会社】 不動産子会社のファンド

への売却。ビジネスモデルの抜本的な転
換が求められる中、選択と集中を急ぐ
【百貨店会社】 郊外店の脱百貨店化の
加速。競合の撤退が相次ぐ中、郊外店を
地域の拠点にしたり、ほかの小売業のフ
ランチャイズチェーンに加盟したり、百
貨店外の新たな収益源を探る

ステークホルダーとの
コミュニケーション
-

以上の検討のもとに、事業計画や各種施
策を実行する際は、取引先、金融機関、株主、
従業員といった自社を取り巻く様々なステー
クホルダーの理解と支援を得る必要がある。
コロナ支援融資調達や返済期限延長、従業
員の給与水準引下げ、賃料減免・延払い、取
引条件の見直しなど、難易度の高いコミュニ
ケーションが必要となるが、いずれもウィズ

コロナの難局を乗り切るために重要である。
これらにあたっては、自社の戦略を見直し、
合理的な事業計画を策定し、誠実に適時適
切なコミュニケーションを図ることが基本と
なる。なお、最善を尽くしても「企業価値＜有
利子負債」となれば、抜本的な金融支援や金
融調整が必要となり、合意形成のための手続
きとして、事業再生ADRなどの私的整理手
続や、民事再生法・会社更生法などの法的
整理手続を戦略的に活用するケースも生じる。

ウィズコロナの事業計画の要諦
-

COVID-19が世の中を大きく変え、企業の
業績や財務状況に影響を与えているのは逃
れようのない事実である。この変化を機会と
捉え、アフターコロナでの自社の在り方を
考え抜き、ウィズコロナにおいて対応・変革
することこそが、今求められている。

ニューノーマルへの適応力

Close-up

1

2
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ウィズコロナの事業計画の特徴、
平時との違い
-

そもそも、ウィズコロナの事業計画は、平
時のそれと何が違うのか。主に以下の3つの
点が、ウィズコロナの特徴と考えられる。

 不確実性への備え
ワクチン供給やコロナ収束時期・収束程度
などは不確実であるため、それらについて
複数のシナリオを想定する必要がある。そし
て、メインシナリオ通りに進まなかった場合
に備えて、サブシナリオにシフトする柔軟性
を予め具備しておくことが望ましい。

 短期影響への対応
特に、政府・自治体による行動制限・自粛
要請や消費者自身の行動様式の変化に直接
的な影響を受けている業種・企業では、売上
高が激減したことで、流動性資金の確保や
赤字縮小が喫緊の課題となっている。

 ニューリアリティ・新常態に向けた変革
アフターコロナにおいて、売上水準が戻ら
ない、消費者の行動様式や価値観が変わる、
自国主義や米中関係の変化により海外地域
戦略の見直しが必要になるなど、事業・経営
環境が恒久的に一変する可能性がある。これ
らを見据えた事業変革が求められる。

ウィズコロナにおける
事業計画策定アプローチ
-

以上の3点を捉え、適切に事業計画を策
定するためのアプローチはどうあるべきか。
「成行き将来予測」、「改善施策の検討・事業
構造の再考」、「事業ポートフォリオの再考」
の3つのステップにおけるポイントと、企業
における取組み事例を紹介する。

 成行き将来予測
政府・自治体主導の行動制限と経済刺激
策のバランス、第4波・第5波の発生可能性、
ワクチンの供給・集団免疫等が、今後どのよ
うに進み、現状から部分的収束を経て完全
収束に至るのか。COVID-19の収束時期や
回復程度は、大きな前提・想定となる。代表
的なシナリオは、（A）1年から2年後に概ね
収束、（B）3年から5年後に概ね収束、（C）
長期にわたり部分的収束にとどまる、である。
これらのシナリオに基づき、財務シミュレー
ションを実施したり、より詳細に月次での回
復時期や回復カーブを想定したりするケース
が多い。これまで企業によって公表された
事業計画前提としては、（A）のシナリオが最
も多く見受けられる。

[ 事例 ]

【鉄道会社】 定期収入は従来の約85%

までしか戻らないと予測。運搬収入は

従来の約90%までしか戻らない前提で
中計見直し
【衣料品会社】 テレワーク等が進みビジ
ネスウェアのカジュアル化が5年から10

年前倒しで進む。スーツ・フォーマル市場
は縮小し、コロナ後も、スーツ市場はコ
ロナ前の水準に戻らない
【エアライン会社】 国際旅客は22年末
までに80%程度回復した後に、24年に
向けて漸次回復。国内旅客は国際線に
比べて回復が早く、22年以降はほぼコ
ロナ前水準に回復と予測
【居酒屋チェーン会社】 アフターコロナ
でも、ビフォアーコロナには戻らない

 改善施策の検討・事業構造の再考
大幅な売上減少や営業赤字に直面してい
る企業では、何より「流動性資金の確保」が重
要（“Cash is King”）であり、業績（PL）や純
資産にマイナス影響がでても資金確保が優
先される。具体的には運転資本の圧縮、投資
抑制、資産売却、コロナ支援融資の調達など
である。また様々なコスト削減施策や事業規
模の縮小等が検討され、不採算拠点の閉
鎖、子会社の売却・清算、従業員の削減など
短期的視点でのリストラクチャリングが進め
られる。ただし、アフターコロナでの事業価
値を損ねる関係（トレードオフ）にあるため、
バランスや優先度に留意が必要である。

[ 事例 ]

【エアライン会社】 余剰人員を外部に一
次派遣・出向。家電量販店のコールセン
ター、SMの店舗スタッフ、企業の受付・
事務・企画職などに従事
【自動車部品会社】 赤字継続の海外拠点
撤退をOEM及び代替サプライヤーと交
渉中。早期撤退し赤字流出を止めること
がオプション選択において最重要
【ファミリーレストラン会社】 これまでコス
ト・店舗削減を進めてきたが、これ以上
はアフターコロナでの復元力を大きく
損なう。今後は第三者割当増資や新株
予約権等で自己資本回復を図る
【旅行会社】 1億円に減資し「中小企業
扱い」で税負担軽減を図る

一方、COVID-19によってもたらされる
ニューリアリティ・新常態を見据えた「事業
構造の再考」、すなわち、ビジネスモデル、
パートナーシップ、グローバル戦略の見直し
や、コストベースやサプライチェーンの再考
といった中長期的視点でのリストラクチャリ
ングも重要となる。これらに早期に取り組む
ことやその巧拙が、ウィズ／アフターコロナ
での競争優位性につながる。また、M&Aも
有効な手段となる。

[ 事例 ]

【衣料品会社】 スーツ市場は元に戻らな
いと判断。2割の店舗閉鎖、セレクトショッ
プや機能アパレルとビジネスカジュアル
衣料の開発を急ぐ。スーツ事業は在庫な
し・省スペースで売れるオーダースーツ販

売にシフト。市場は18年比8割に戻ると
想定し、その時利益が出る体制に変革
【小売流通会社】 新型コロナウィルスで
ネットスーパーなどデジタルサービスの
需要が急伸。即戦力のデジタル人材の
大量獲得を急ぐ
【ヘルスケア会社】 コロナを背景にオン
ライン医療のニーズが高まっており、米
国で遠隔医療サービスを立ち上げ
【建設会社】 M&Aを含む社外連携強化の
ために新しい組織を設置。社外の技術
力や営業網などを取り込み、景気の波に
耐えられる体制づくりを進める

 事業ポートフォリオの再考
改善施策・事業構造を十分に検討・再考し
ても、もはや魅力的でない事業・拠点などが
存在する。それらは、戦略的オプションとし
て、「継続or売却or清算」の検討対象となる。
その際、各オプションの経済性や価値を定
量化することが合理的な判断の助けとなる。
継続オプションでは、実現可能性の高い合
理的な事業計画に基づく事業・株式価値を
試算し、売却オプションでは、継続オプショ
ンで算出した価値をベースに売却価値を試
算する。また、清算オプションでは、清算貸
借対照表に基づく清算価値を試算する。加え
て定性面として、事業リスクや事業計画の実
現可能性、売却時のカーブアウト／スタンド
アローンイシュー、レピュテーション・リス
ク、ノウハウ流出等を検討し、各オプション
を比較分析し、意思決定する。

[ 事例 ]

【電鉄会社】 グループのバス事業のうち
首都圏と地方を結ぶ長距離夜行バスか
ら事実上撤退。旅行需要減少を踏まえ、
休止や廃止、共同運行から単独運行に
切り替え
【化粧品会社】 日用品事業をファンドに
売却し、事業の選択と集中を加速。高価
格帯事業に経営資源を集中
【百貨店会社】 不動産子会社のファンド

への売却。ビジネスモデルの抜本的な転
換が求められる中、選択と集中を急ぐ
【百貨店会社】 郊外店の脱百貨店化の
加速。競合の撤退が相次ぐ中、郊外店を
地域の拠点にしたり、ほかの小売業のフ
ランチャイズチェーンに加盟したり、百
貨店外の新たな収益源を探る

ステークホルダーとの
コミュニケーション
-

以上の検討のもとに、事業計画や各種施
策を実行する際は、取引先、金融機関、株主、
従業員といった自社を取り巻く様々なステー
クホルダーの理解と支援を得る必要がある。
コロナ支援融資調達や返済期限延長、従業
員の給与水準引下げ、賃料減免・延払い、取
引条件の見直しなど、難易度の高いコミュニ
ケーションが必要となるが、いずれもウィズ

コロナの難局を乗り切るために重要である。
これらにあたっては、自社の戦略を見直し、
合理的な事業計画を策定し、誠実に適時適
切なコミュニケーションを図ることが基本と
なる。なお、最善を尽くしても「企業価値＜有
利子負債」となれば、抜本的な金融支援や金
融調整が必要となり、合意形成のための手続
きとして、事業再生ADRなどの私的整理手
続や、民事再生法・会社更生法などの法的
整理手続を戦略的に活用するケースも生じる。

ウィズコロナの事業計画の要諦
-

COVID-19が世の中を大きく変え、企業の
業績や財務状況に影響を与えているのは逃
れようのない事実である。この変化を機会と
捉え、アフターコロナでの自社の在り方を
考え抜き、ウィズコロナにおいて対応・変革
することこそが、今求められている。

● コロナの収束時期やコロナ禍を
経て想定される変化を考慮した
シナリオプランニング

● KPIを活用した財務モデルの作
成とシミュレーションの実施

● 短期：資金流動性の確保と赤字縮小
● 中長期：ニューリアリティを見据えた
事業構造の変革

● バリューチェーンの各所における売上・
コスト・キャッシュ等施策の洗い出し

● ニューリアリティを見据えた企業
構造（事業ポートフォリオ）の変革

● 戦略的オプションの検討・実行
（継続 vs清算vs売却）

成行き将来予測

1STEP 2STEP 3STEP

改善施策の検討・事業構造の再考

ステークホルダーとの適切なコミュニケーション

資金調達や事業計画の実行に向けた継続支援を得るために、主要なステークホルダーと主体的かつ継続的なコミュニケーションを実施

事業ポートフォリオの再考
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ウィズコロナの事業計画の特徴、
平時との違い
-

そもそも、ウィズコロナの事業計画は、平
時のそれと何が違うのか。主に以下の3つの
点が、ウィズコロナの特徴と考えられる。

 不確実性への備え
ワクチン供給やコロナ収束時期・収束程度
などは不確実であるため、それらについて
複数のシナリオを想定する必要がある。そし
て、メインシナリオ通りに進まなかった場合
に備えて、サブシナリオにシフトする柔軟性
を予め具備しておくことが望ましい。

 短期影響への対応
特に、政府・自治体による行動制限・自粛
要請や消費者自身の行動様式の変化に直接
的な影響を受けている業種・企業では、売上
高が激減したことで、流動性資金の確保や
赤字縮小が喫緊の課題となっている。

 ニューリアリティ・新常態に向けた変革
アフターコロナにおいて、売上水準が戻ら
ない、消費者の行動様式や価値観が変わる、
自国主義や米中関係の変化により海外地域
戦略の見直しが必要になるなど、事業・経営
環境が恒久的に一変する可能性がある。これ
らを見据えた事業変革が求められる。

ウィズコロナにおける
事業計画策定アプローチ
-

以上の3点を捉え、適切に事業計画を策
定するためのアプローチはどうあるべきか。
「成行き将来予測」、「改善施策の検討・事業
構造の再考」、「事業ポートフォリオの再考」
の3つのステップにおけるポイントと、企業
における取組み事例を紹介する。

 成行き将来予測
政府・自治体主導の行動制限と経済刺激
策のバランス、第4波・第5波の発生可能性、
ワクチンの供給・集団免疫等が、今後どのよ
うに進み、現状から部分的収束を経て完全
収束に至るのか。COVID-19の収束時期や
回復程度は、大きな前提・想定となる。代表
的なシナリオは、（A）1年から2年後に概ね
収束、（B）3年から5年後に概ね収束、（C）
長期にわたり部分的収束にとどまる、である。
これらのシナリオに基づき、財務シミュレー
ションを実施したり、より詳細に月次での回
復時期や回復カーブを想定したりするケース
が多い。これまで企業によって公表された
事業計画前提としては、（A）のシナリオが最
も多く見受けられる。

[ 事例 ]

【鉄道会社】 定期収入は従来の約85%

までしか戻らないと予測。運搬収入は

従来の約90%までしか戻らない前提で
中計見直し
【衣料品会社】 テレワーク等が進みビジ
ネスウェアのカジュアル化が5年から10

年前倒しで進む。スーツ・フォーマル市場
は縮小し、コロナ後も、スーツ市場はコ
ロナ前の水準に戻らない
【エアライン会社】 国際旅客は22年末
までに80%程度回復した後に、24年に
向けて漸次回復。国内旅客は国際線に
比べて回復が早く、22年以降はほぼコ
ロナ前水準に回復と予測
【居酒屋チェーン会社】 アフターコロナ
でも、ビフォアーコロナには戻らない

 改善施策の検討・事業構造の再考
大幅な売上減少や営業赤字に直面してい
る企業では、何より「流動性資金の確保」が重
要（“Cash is King”）であり、業績（PL）や純
資産にマイナス影響がでても資金確保が優
先される。具体的には運転資本の圧縮、投資
抑制、資産売却、コロナ支援融資の調達など
である。また様々なコスト削減施策や事業規
模の縮小等が検討され、不採算拠点の閉
鎖、子会社の売却・清算、従業員の削減など
短期的視点でのリストラクチャリングが進め
られる。ただし、アフターコロナでの事業価
値を損ねる関係（トレードオフ）にあるため、
バランスや優先度に留意が必要である。

[ 事例 ]

【エアライン会社】 余剰人員を外部に一
次派遣・出向。家電量販店のコールセン
ター、SMの店舗スタッフ、企業の受付・
事務・企画職などに従事
【自動車部品会社】 赤字継続の海外拠点
撤退をOEM及び代替サプライヤーと交
渉中。早期撤退し赤字流出を止めること
がオプション選択において最重要
【ファミリーレストラン会社】 これまでコス
ト・店舗削減を進めてきたが、これ以上
はアフターコロナでの復元力を大きく
損なう。今後は第三者割当増資や新株
予約権等で自己資本回復を図る
【旅行会社】 1億円に減資し「中小企業
扱い」で税負担軽減を図る

一方、COVID-19によってもたらされる
ニューリアリティ・新常態を見据えた「事業
構造の再考」、すなわち、ビジネスモデル、
パートナーシップ、グローバル戦略の見直し
や、コストベースやサプライチェーンの再考
といった中長期的視点でのリストラクチャリ
ングも重要となる。これらに早期に取り組む
ことやその巧拙が、ウィズ／アフターコロナ
での競争優位性につながる。また、M&Aも
有効な手段となる。

[ 事例 ]

【衣料品会社】 スーツ市場は元に戻らな
いと判断。2割の店舗閉鎖、セレクトショッ
プや機能アパレルとビジネスカジュアル
衣料の開発を急ぐ。スーツ事業は在庫な
し・省スペースで売れるオーダースーツ販

売にシフト。市場は18年比8割に戻ると
想定し、その時利益が出る体制に変革
【小売流通会社】 新型コロナウィルスで
ネットスーパーなどデジタルサービスの
需要が急伸。即戦力のデジタル人材の
大量獲得を急ぐ
【ヘルスケア会社】 コロナを背景にオン
ライン医療のニーズが高まっており、米
国で遠隔医療サービスを立ち上げ
【建設会社】 M&Aを含む社外連携強化の
ために新しい組織を設置。社外の技術
力や営業網などを取り込み、景気の波に
耐えられる体制づくりを進める

 事業ポートフォリオの再考
改善施策・事業構造を十分に検討・再考し
ても、もはや魅力的でない事業・拠点などが
存在する。それらは、戦略的オプションとし
て、「継続or売却or清算」の検討対象となる。
その際、各オプションの経済性や価値を定
量化することが合理的な判断の助けとなる。
継続オプションでは、実現可能性の高い合
理的な事業計画に基づく事業・株式価値を
試算し、売却オプションでは、継続オプショ
ンで算出した価値をベースに売却価値を試
算する。また、清算オプションでは、清算貸
借対照表に基づく清算価値を試算する。加え
て定性面として、事業リスクや事業計画の実
現可能性、売却時のカーブアウト／スタンド
アローンイシュー、レピュテーション・リス
ク、ノウハウ流出等を検討し、各オプション
を比較分析し、意思決定する。

[ 事例 ]

【電鉄会社】 グループのバス事業のうち
首都圏と地方を結ぶ長距離夜行バスか
ら事実上撤退。旅行需要減少を踏まえ、
休止や廃止、共同運行から単独運行に
切り替え
【化粧品会社】 日用品事業をファンドに
売却し、事業の選択と集中を加速。高価
格帯事業に経営資源を集中
【百貨店会社】 不動産子会社のファンド

への売却。ビジネスモデルの抜本的な転
換が求められる中、選択と集中を急ぐ
【百貨店会社】 郊外店の脱百貨店化の
加速。競合の撤退が相次ぐ中、郊外店を
地域の拠点にしたり、ほかの小売業のフ
ランチャイズチェーンに加盟したり、百
貨店外の新たな収益源を探る

ステークホルダーとの
コミュニケーション
-

以上の検討のもとに、事業計画や各種施
策を実行する際は、取引先、金融機関、株主、
従業員といった自社を取り巻く様々なステー
クホルダーの理解と支援を得る必要がある。
コロナ支援融資調達や返済期限延長、従業
員の給与水準引下げ、賃料減免・延払い、取
引条件の見直しなど、難易度の高いコミュニ
ケーションが必要となるが、いずれもウィズ

コロナの難局を乗り切るために重要である。
これらにあたっては、自社の戦略を見直し、
合理的な事業計画を策定し、誠実に適時適
切なコミュニケーションを図ることが基本と
なる。なお、最善を尽くしても「企業価値＜有
利子負債」となれば、抜本的な金融支援や金
融調整が必要となり、合意形成のための手続
きとして、事業再生ADRなどの私的整理手
続や、民事再生法・会社更生法などの法的
整理手続を戦略的に活用するケースも生じる。

ウィズコロナの事業計画の要諦
-

COVID-19が世の中を大きく変え、企業の
業績や財務状況に影響を与えているのは逃
れようのない事実である。この変化を機会と
捉え、アフターコロナでの自社の在り方を
考え抜き、ウィズコロナにおいて対応・変革
することこそが、今求められている。

ニューノーマルへの適応力

Close-up
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