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CHECK 01

経営

TOPICS

客離れにどう対応する？
上手に商品を値上げする方法
ウクライナ危機や長期の円安などの影響によって原材料価格が上昇したことを受け、さまざまな
商品の値上げラッシュが続いています。そこで今回は、消費者に値上げを受け入れてもらいやす
い方法や利益を確保する方法、BtoB企業の値上げ交渉などについて考えていきます。

ある程度の客離れは許容範囲
利益を確保する価格設定とは

BtoC企業だけじゃない！
BtoB企業が値上げ交渉をする場合
客離れが、最小限に抑えられる価格設定は大切です。

日用品から食料品、家電に嗜好品まで、あらゆる商
品が値上がりしており、今後は平均的な年収の世帯で

しかし、
どのくらい客離れが起きるのかは予測しづら

年間5〜6万円ほど生活費が増加すると見られていま

いため、専門家などの意見も聞きながら、慎重に決め

す。社会的影響による原材料費の上昇で、商品価格に

ていく必要があります。また、商品に付加価値をつけ

原材料費の上昇分を転嫁しなくてはならず、企業側も

たり、ブランディングによって顧客満足度を高めたり

苦しい決断を迫られています。
やむを得ず値上げを断

といった価格に頼らない商品価値の創造も、利益確

行しなければならない場合は、全ての商品を対象にす

保の有効な手立てといえるでしょう。
これらの値上げ問題は、一般消費者を対象とした

るのではなく、原材料費の上昇の影響を強く受けてい

BtoC企業だけではなく、原油や原料の影響を受けや

る商品に絞り込む必要があるでしょう。
いきなり全ての商品を値上げしてしまうと、消費者

すいBtoB企業にとっても他人事ではありません。原

側の負担が大きくなり、値上げしたことを強く印象づ

材料費の上昇によって、取引先との価格交渉を行わ

けることになってしまい、客離れを起こしかねません。

なければならない企業も増えています。
企業間で値上げ交渉を行う際には、
まず、なぜ値上

価格の見直しは、あくまで必要最低限の範囲で行うほ

げをしなければならないのかという根拠を相手側に

うが得策です。
また、
価格の再設定では原材料費の上昇を吸収でき、

示すことが重要です。エネルギーコストの増加や、原

なおかつ売上が落ち込まないような匙加減が必要です。

材料費の高騰などは何年頃から上昇傾向にあったの
かという推移データを提示し、取引先に理解を求めま

値上げを行うと、必ずある程度の客離れは起きてしま

しょう。同時に企業努力で対応可能な範囲も伝えてお

います。
しかし、客離れが起きて販売個数が減少した

き、相手企業との妥協点を探っていきます。内的要因

としても、減少ペースをカバーできる価格設定にして

ではなく、あくまで外的要因であることを示し、必要

あれば、全体の粗利を下げることにはなりません。

であれば材料の変更や工程の見直しも視野に入れて

たとえば、原価が300円で価格が500円の商品が

交渉を進めていきましょう。

あったとします。
この商品は毎月1000個ほど売れて

重要なのは、
どちらか片方の利益を不当に害する

いたので、粗利は200円×1000個で20万円になりま

ことのない結論にすることです。一方的にどちらかだ

す。そして、原材料費の上昇を受けて原価が400円に

け損をする取引は、今後の関係構築にも悪影響を与

なり、価格の見直しを行うことになりました。
このとき

えてしまいます。たとえば今後も原材料価格や発注

の価格の見直しは、客離れが起きることを想定して設

量などに変動があった際は価格の見直しを行うと

定することが重要です。価格を+150円の650円に値

いった規定を設けるなど、長期的に良好な関係が築

上げしたことで、販売個数が毎月800個に減ったとし

けるルールづくりが大切です。

ます。販売個数は20％ほどダウンしましたが、粗利が

やむを得ず値上げを決行する際は、利益だけでは

1個250円になるように設定していたので、250円×

なく、
どうすれば自社の立ち位置をキープしていける

800個＝20万円となり、値上げ前と同じ粗利をキープ

のかを考え、無理のない範囲で検討していきましょう。

できることになるのです。
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データ で見る経営
日本は世界トップクラスの取組状況
企業価値が上がる脱炭素経営のすすめ
地球温暖化の原因である二酸化炭素など温室効果ガスの排出量と、森林などによる吸収量を
差し引きゼロにすることを『カーボンニュートラル（炭素中立）』といいます。国際的に脱炭素の
動きが加速するなかで、日本企業がどのように脱炭素経営に取り組んでいるのかを考察します。

脱炭素経営に向けた取り組みで
日本の企業は他国を一歩リード

温室効果ガスや再エネの分野でも
日本はトップグループに位置

環境省が発表した『企業の脱炭素経営への取組状

続いて

SBTは企業が脱炭素に向けた取り組みを

況』によると、日本においては、気候変動に対応した

行ううえでの温室効果ガス排出削減目標のことです。

経営戦略の開示（TCFD）や脱炭素に向けた目標設

産業革命以前に比べて、世界の平均気温の上昇を２℃

定（SBT、RE100）などを通じ、脱炭素経営に取り

以下に抑え、
また1.5℃に抑えることを目指す、
という

組んでいる企業が増加しています。その数は、2022

パリ協定の水準に整合した、企業が設定する、温室効

年3月31日の時点で、いずれも世界トップ３に入るこ

果ガス排出削減目標のことです。
このSBTの国別認定

とがわかりました。

企業数も、
日本は世界3位になりました。

TCFDとは、2015年にG20の要請を受け、金融安

そしてRE100とは、事業に使用する電力の100％

定理事会が設置した『気候関連財務情報開示タスク

を再生可能エネルギーでまかなうことを目指す企業

フォース
（Task Force on Climate-related Financial

が加盟する国際的な企業連合のこと。日本の参加企

Disclosures）』のことです。環境問題への対応だけで

業数は66社と世界2位につけています。

なく、気候変動リスクを見据えた企業活動をしてい

環境省では、
これらの日本企業による脱炭素の取り

るかどうかに関して、投資家に判断材料を与える目

組みは企業価値を高め、新たな取引先やビジネス

的もあり、一貫性のある、気候関連の財務情報開示

チャンスの獲得に結びつくと結論づけています。今後

を企業へ促すことを目的としています。日本はTCFD

さらに求められるであろう脱炭素経営についてどのよ

に賛同する企業数が757社で、世界1位を記録、2位

うなことができるか検討してみてはいかがでしょうか。

のイギリスの439社を大きく引き離しました。
TCFD賛同企業数（上位10の国・地域）
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https://www.env.go.jp/earth/datsutansokeiei.html
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税務・会計 2 分セミナー
資産を活用して資金を調達する
アセットファイナンスとは？
アセット
（＝資産）
ファイナンスとは、
自社が保有している資産の信用力、言い換えれば将来生み出す
キャッシュフローを元手に、資金を調達する仕組みです。今回は、経営者として知っておきたいアセッ
トファイナンスについて説明します。

資産である不動産を売却して
その後も利用できるリースバック

売掛債権が対象のスキーム
資金繰りに売掛債権の売却で対応

企業の資金調達では、主に株式や社債などを発行

アセットファイナンスは、不動産や機械設備などの

する方法と、銀行などの金融機関から借り受ける方法

有形固定資産や、特許権や商標権、借地権など形のな

が考えられます。

い無形固定資産など、資産を売却して資金化する資

企業活動を行うために必要な資金を金融市場から

金調達方法ですが、売掛債権を対象とした『ファクタ

調達する
『コーポレートファイナンス』では、会社の信

リング』
というスキームもあります。

用力を重視します。
したがって、コーポレートファイ

多くの企業は、代金が後払いになる掛取引を行って

ナンスのみしか存在しない場合、財政状況が悪化して

おり、代金の一部を売掛金とする一定期間の債権を

いたり、信用度が低かったりする企業は、資金調達が

持っています。
ファクタリングでは、
この売掛債権を売

難しくなってしまいます。

却して現金化することで、貸し倒れを防ぎます。

そこで登場したのが、
『アセットファイナンス』です。

また、
ファクタリングは、入金日よりも早く現金を手

コーポレートファイナンスが企業の信用度を重視する

にできるというメリットがあります。一方、注意点とし

のに対し、
アセットファイナンスは、企業の保有資産が

ては、売掛債権そのものの価値を現金化するため、企

どのくらいお金を生み出すのかというキャッシュフ

業価値の高い優良企業の売掛債権はスームズに現金

ローの創出力に対して融資や投資をします。企業価値

化できますが、信用度の低い企業の売掛債権は現金

や信用力などは問われません。

化の手数料が高くなってしまったり、買い取りを断ら

つまり、創業したばかりで信用力のない企業や、業

れる場合があるということです。手数料が高すぎると、

績が悪化した企業でも、保有資産さえあれば資金調

金融機関から借入をして利子を払ったほうが結果的

達が可能になります。

に安くなってしまうため、企業は売掛債権の価値を把
握しておくことが重要になります。

アセットファイナンスには、保有資産ごとにさまざま

アセットファイナンスの利点は、負債を増やさずに

なスキームがあります。

資金調達できる点です。
しかし、資産によっては価値

たとえば『リースバック』
と呼ばれるスキームでは、

の変動が大きくなるものもあります。いざというとき

企業が不動産を所有している場合、そのまま売却して

に備えて、自社の保有資産をしっかり把握しておくこ

資金を調達することも可能ですし、引き続き事業に物

とが大切です。

件を使用するのであれば、その物件の賃貸契約を
結んだうえで使用し続けることが可能です。賃料は発
生するものの、企業側は売却益を得て資金調達がで
きるうえに、
これまで通り、変わらず物件を利用できる
という大きなメリットがあります。
リースバックは、
アセットファイナンスの代表的な手
法の一つとして、個人・法人の資金調達にかかわらず
多く活用されています。
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労務 ワンポイントコラム
運輸交通業以外も要注意！
交通労働災害の防止に必要なこと
労働者の就業中の自動車事故など、交通関係の労働災害を『交通労働災害』
と呼びます。交通労
働災害は社用車を使っているのならば、どの会社でも起きる可能性があります。
今回は、従業員への教育や健康管理など、交通労働災害防止について説明します。

交通労働災害の約６割が
運輸交通業以外の業種

運転者の状態や道路状況を把握
事業者は適切な指示を出すこと

厚生労働省によると、2020年に起きた死亡災害の

事業者は運転者が適切な睡眠時間を確保できるよ

うち、交通労働災害は164 人と、墜落・転落の191人

う、労働時間の管理を行う必要があります。社員に車

に次いで多いことがわかりました。

による移動で遠方への出張を命じた際、十分な睡眠
時間を確保できないスケジュールであれば、出張先で

業種別に見ると、
トラックやバス、
タクシーなどの運

宿泊施設を確保するなどの配慮が求められます。

転業務が主となる運輸交通業以外に、移動や配達、運

走行計画を作成し、運転時間や休憩時間、拘束時間

搬のために社用車や配達車を所有している会社でも

を明確にすることも大切です。走行計画については、

交通労働災害は起きており、その割合は実に6割以上

運転終了後に振り返りを行い、計画に無理が生じてい

にもなります。2015年の統計では、
うち約４割が客先

れば改善します。
さらに運転前にアルコール検知器で

の訪問中など、約２割が現場に向かう途中の建設業の

運転者をチェックし、記録を付けておきます。

車両などで発生しています。

アルコール検知器については、2022年4月に道路

このことからも、
すべての事業者が交通労働災害を

交通法が改正されました。乗用車なら5台以上、定員

起こさないように、防止策を講じる必要があります。

11名以上の車両なら1台以上を保有している事業所
は、運転者に対して目視などでの酒気帯びの有無の

事業者が取り組まなければいけないのは、車を運

確認等が必要です。同年10月からはアルコール検知

転・乗車する従業員に対する教育の実施や管理体制

器を使用した確認が義務化されます。

の確立、従業員の意識高揚などです。

そのほか、運転者に明らかな睡眠不足や疲労、体調

まず、社用車で移動・運搬をしている事業者は、労

不良が見られた場合は、運転業務に就かせないという

働安全衛生法に基づき、新規で雇い入れる従業員に

決断も必要です。異常気象や天災などが発生した場

対して、交通法規や注意事項、飲酒による運転への影

合は通常とは道路状況が異なる可能性もあるため、

響や十分な睡眠時間の必要性など、運転に必要な項

状況を見て、走行中止や一時待機などの指示を出し

目についての教育を行わなければいけません。ベテ

ましょう。

ランに同乗してもらい、実地指導を行ってもよいで

交通安全ポスターの掲示や表彰制度などによる交

しょう。同時に、既存の社員に対しても日常的に教育を

通労働災害防止の意識高揚や、安全管理者・運行管理

行っていきましょう。

者・安全運転管理者などの選定、健康診断や面接指導
などの健康管理、自動車の点検や補修なども事業者

また、
ドライブレコーダーの映像を基に、安全走行

の責務です。交通労働災害が起きた場合は、雇用者も

に必要な情報を抽出したり、危険な箇所を示した交通

使用者責任や運行供用者責任を問われ、第三者に怪

安全情報マップを作成したりするなどもおすすめです。

我をさせてしまった場合は損害賠償責任を負うことに

そのうえで、安全を確保する能力を身に着けさせる交

なります。

通危険予知訓練を行うと、交通労働災害の防止に効

使用者と労働者の双方が交通事故を起こさないと

果的です。

いう強い意思を持ち、運転業務にあたりましょう。
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!

社長が知っておきたい 法務講座

特許の保護期間は出願から20年！
他社の知的財産を活用したビジネスとは
知的財産権のなかで、
『 産業財産権』と呼ばれる特許権・実用新案権・意匠権・商標権。これらは
権利の存続期間が決まっており、経過後は誰でも自由に発明を利用できます。今回は存続期間
を過ぎた特許権と、商標権の取り扱いについて説明します。

ジェネリック医薬品から見る
産業財産権と存続期間の関係

ライセンス契約を結んだうえで
他社のブランドをビジネスに活用

産業財産権の4つは、権利者の利益を保護するため

続いて、
一般的な企業が最も多くかかわる産業財産

に一定の存続期間が定められています。
存続期間は権

権について見ていきましょう。産業財産権の一つであ

利者が権利を独占できますが、存続期間を過ぎると、

る商標権の存続期間は、特許権よりも短く、登録から

その発明は一般に公開され、
誰でも自由に利用できる

10年と定められています。
しかし、商標権は何度でも

ようになります。産業財産権は全て特許庁が所管して

延長が可能で、権利者が更新登録申請の手続きを行

おり、
特許権の存続期間は出願から20年と決められて

えば存続期間を延長できます。商標とは商品・サービ

います。

スを区別するためのマーク
（文字、図形など）のことで、
長年使用することで、知名度や信用を増していきます。

特許権は『自然法則を利用した、新規かつ高度で産

特許や意匠のように、保護する期間を定めてしまうと、

業上利用可能な発明』を対象に与えられる権利です。

満了を迎えると同時に積み重ねた知名度や信用を

お菓子から家電まで、非常にさまざまな製品に関連し

失ってしまうため、半永久的に権利が存続できる仕組

ています。
しかし、特許の出願から審査を経て、登録さ

みになっています。

れるまでには相応の時間がかかるため、登録された頃

では、他社の商標を利用してビジネスを行うために

には存続期間が20年を切っていることがほとんどです。

は、
どうすればよいのでしょうか。
その場合は、
ライセン

特に、新薬などの医療品は、治験の段階で特許を出

ス契約を結ぶ方法があります。
ライセンス契約とは
『使

願するため、実際に製品化されて世に出回るころには、

用許諾契約』
とも呼ばれ、
権利者にロイヤリティを支払

存続期間が5〜10年になっていることも少なくありま

うことで、知的財産を利用する権利を得る契約のこと

せん。
また、
新薬の開発には膨大なコストがかかるため、

です。商標に限らず、存続期間中の特許権や実用新案

製薬会社の利益保護を目的に、
医療品に限っては、
5年

権、意匠権などでも結ぶことができます。すでにユー

を上限とした存続期間の延長が認められています。

ザー認知されている他社のネームバリューを利用して
ビジネス展開が行えるため、新規でブランドを立ち上

存続期間が満了を迎えると、
新薬に関する発明は国

げるよりも効率的な事業が可能といえます。
しかし、
ラ

民の共有財産となり、別の製薬会社が効能・効果、用

イセンス契約の満了に伴い、商標が使えなくなること

法・用量の同じ薬を作れるようになります。
この存続期

に注意が必要です。2016年には、ヤマザキ・ナビスコ

間を過ぎた発明を利用して作られた医薬品のことを

（現ヤマザキビスケット）
が
『リッツ』
『オレオ』
など4製品

『ジェネリック医薬品』
と呼びます。

の製造を終了しました。
これは同商品の商標を持つ

ただし、医薬品の特許には新規化合物に付与される

モンデリーズ・インターナショナルとのライセンス契

『物質特許』、化合物の製造方法に付与される
『製法特

約が切れたことによるもので、現在はモンデリーズ・

許』
、
化合物の新しい用途についての
『用途特許』
、
製剤

ジャパンが日本国内で販売しています。

の処方内容の
『製剤特許』
があり、
すべての特許が切れ

商標のライセンス契約は経営戦略にも大きな影響

るまでは、残っている特許を侵害しない製法でジェネ

を与えます。契約期間や内容をよく考慮したうえで判

リック医薬品を作らなければいけません。

断していきましょう。
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CHECK 06

増客・増収 のヒント
売上単価を向上させるために
アップセル・クロスセルを導入する
『アップセル』
とは、顧客が購入予定の商品や以前購入した商品よりも上位の商品を勧めるセールス
手法のことをいい、
『クロスセル』
は、購入予定の商品に関連する別の商品をセットで購入するように
促すセールス手法をいいます。今回は、双方のメリットや注意点について説明します。

既存顧客に対して上位モデルや
関連商品を勧めるセールス手法

顧客のロイヤリティを分析して
ニーズに合わせた提案を行う

マーケティング業界には
『1：5の法則』
というものが

アップセルもクロスセルも、すでに関係値ができて

あります。
これは、新規顧客に商品を売るためには、既

いるロイヤリティの高い既存顧客をターゲットにする

存顧客の5倍のコストがかかるというものです。近年

と成功率が上がります。新規顧客に望んでいない上

の企業マーケティングでは、既存顧客を重要視する傾

位モデルを勧めたり、不要な関連機器の購入を促した

向があるといわれています。そして、企業努力によっ

りすると、不信感を抱かれ、客離れにつながります。初

て、既存顧客の企業に対するロイヤリティ
（信頼、愛着

来店の客に押し売りをするのは、得策ではありません。

心）を高める施策も盛んであり、それらが成功すると、

顧客の購入頻度や期間、
アンケートなどからその客の

アップセルやクロスセルなどのセールス手法がより有

ロイヤリティを分析し、顧客の許容範囲を超えないよ

効に使えるようになります。

うに注意しましょう。
また、アップセルとクロスセルのほかに、
『ダウンセ

双方の違いを、パソコンの販売を例に見ていきま

ル』というセールス手法もあります。ダウンセルは、

しょう。
アップセルは、
パソコンの販売にたとえると、顧

アップセルとは逆に、顧客が購入を考えている商品よ

客が10万円のパソコン購入を検討している時に、さ

りも下位モデルの購入を勧めるもので、金額に起因す

らにスペックの高い15万円のパソコンを提案します。

る購入の見送りを防ぐためのセールス手法です。
アッ

「あと少しの金額でより満足度が高められる」
と納得

プセルとクロスセルが顧客単価の向上を目的として

することで、
より高単価な売上を狙います。商品によっ

いるのに対し、ダウンセルは販売機会の損失を防止す

ては上位の商品やサービスを試せるお試し期間を設

るという目的があります。
この3つを上手く組み合わ

けたり、上位モデルがお得であることをアピールする

せながら、顧客に合わせた提案を行い、販売数や売上

キャンペーンを打つといった施策が考えられます。

を伸ばしていきましょう。

一方、
クロスセルは、関連商品をセットで販売する
セールス手法です。パソコンの購入に併せて、外付け
のハードディスクや光学ドライブなどの関連機器の購
入を促します。ほかにわかりやすい例では、ファスト
フード店で「ご一緒にポテトはいかがですか？」
と声を
かけたり、ECサイトで「一緒に買われている商品」を
表示させたりするのもクロスセルです。
クロスセルを成功させるコツは、顧客に
「一緒に購
入したほうがお得」
「 ついでに買っておこう」
「これも
あったほうがいいな」
と思わせることです。そのために
は、顧客が気に入るような商品を見極め、提案してい
くことが大切です。

ー7ー

CHECK 07

?

!

経営なんでも

Q&A

高額賠償のリスクに備えるには？
企業向けの賠償責任保険の活用も
スーパーの店内で転んだ客が店に損害賠償を求めていた裁判で、
店側に賠償責任
を認める判決が出たニュースを見ました。
会社経営には高額賠償のリスクがある
ことを実感しています。どんなことに気を付ければ、高額賠償のリスクを遠ざけ
ることができるのでしょうか。
社内外にさまざまなリスクが存在しますが、特に設備の不備・故障に起因する損
害賠償は高額になる可能性があります。重要なのは、自社の事業内容にどのよう
なリスクが潜んでいるのかを洗い出し、内容に応じた対策を検討することです。
その対策の一つとして、
高額な損害賠償に対応した賠償責任保険があります。

自社に潜む賠償リスクを洗い出し
リスクマネジメントを行おう

自社の業種や賠償リスクで判断
賠償責任保険の種類と選び方

どんな企業であっても、業務プロセスのどこかで、

賠償責任保険を選ぶ際には、
自社の抱える賠償リス

社内外に損害を与えてしまう可能性はあります。注意

クを補償してくれるのかどうかが判断基準になります。

を払っていたとしても、完全に事故をなくすことは難

たとえば、小売業や製造業にとって生産物賠償責任保

しく、なかには高額な賠償金を支払わなければいけな

険は加入する価値がありますが、旅行業やサービス業

いケースもあります。

などの業種はあまり意味がありません。現在、各保険

損害賠償が発生する事故は、主に
『設備の管理不行

会社からは、主に下記のような法人向けの賠償責任保

き届きに起因する事故』
『生産物やサービスに関連す

険が販売されています。

る事故』
『業務遂行上の事故』
などに分けることができ

●施設賠償責任保険

ます。

施設の管理や業務の遂行に伴う保険で、幅広い業

たとえば、社員のミスによって顧客情報が漏洩して

種の賠償リスクをカバー

しまった場合は業務遂行上の事故となり、商品に異物

●生産物賠償責任保険

が混入していた場合は生産物やサービスに関連する

商品や製品の事故や業務の結果に伴う事故に対応

事故となります。
まずは、
自社にどのような賠償リスク

●自動車管理者賠償責任保険

が潜んでいるのかを洗い出しましょう。賠償リスクの

駐車場や整備場などで発生した車の破損などに対応

内容は当然ながら業種によって異なります。飲食店で

●サイバーリスク保険

あれば食中毒や火災、IT企業であればサイバー攻撃

個人情報の流出やデータの損失などIT業務の遂行

や情報漏洩などがリスクになります。

に伴う事故に対応

リスクを洗い出したら、それに応じた対策を講じる
必要があります。情報漏洩の危険があるのであれば、

ほかにも、工事中の事故や役員が起こした事故に特

社内セキュリティを強化し、異物混入の可能性があれ

化した保険もあります。また、保険は特定の賠償リス

ば、排除しなければいけません。
しかし、
どんなに万全

クに限定したものから、すべての賠償リスクを包括的

の対策を講じていたとしても、事故は起きてしまうも

にカバーするものまで、商品によって範囲もさまざま

のです。高額な損害賠償への備えとして、法人用の賠

です。加入を考える際は保険会社と相談しながら、自

償責任保険があります。

社の状況に合わせた商品を選びましょう。
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社長のマネジメントをサポート

経営管理マガジン

