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1．「値上げか廃業か」対「中国進出」
　過日、Bloomberg がネット記事で東京のラーメ
ン店の廃業・倒産を伝えていた 1。値上げをせず
に閉店した事例を挙げ、デフレマインド克服の困
難さを伝えようとしたのであろう。著名な金融情
報媒体にしては珍しい着眼である。
　世界経営者会議（日本経済新聞社主催・テーマ

「分断を越え新常態へ」・オンライン開催）にニト
リの創業者が登壇、すでに中国に 30 店舗稼働し
ているところ、今後さらに 10 〜 20 店舗出店する

とのことだ 2。これは新型コロナウイルスを別に
して、ファーストリテイリングと重ね合わせると、
興味は尽きない。
　新型コロナウイルスは巣ごもりや在宅勤務の需
要を創出し、栄える家具店と、後退するラーメン
店の事例を生み出した。アフターコロナにおいて、
これまでのビジネスが「変わる」との議論は盛ん
になるが、ニトリは中国進出をはじめ電子商取引
対応に 2,000 億円の物流投資を行うとともに、同
業である島忠の敵対的買収など「変える」実態を
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Point
❶	 	今回の新型コロナウイルス感染拡大はラーメン店廃業のごとく、ギリギリで維持してきた無理のあ
る事業の欠陥（例：高い固定費負担）を明示させた。

❷	 	公的保障措置が対処すべき欠陥を隠蔽させるなら、その持続は事例の公営スキー場のように不健全
な事業になるであろう。

❸	 	新常態に向けた事業再編の検討は、先の第2次世界大戦後の東京やパリでのファッションの復活や
1990年前後のバブル景気と開発投資の判断が参考になろう。

❹	 	定番とトレンドは混在する。両面を持つ「在宅勤務」「巣ごもり」市場の採算予測は、ある程度計
算可能だが、結果の解釈が重要である。

1    藤岡徹「コロナに翻弄される小さなラーメン店、値上げか閉店か苦渋の選択も」Bloomberg、2020 年 11 月 12 日。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-11-11/QJIHMDDWX2PS01

2    「ニトリ会長『中国で 10 〜 20 店出店』世界経営者会議」、日経電子版、2020 年 11 月 11 日。
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披露した。一方、ラーメン店の記事では「値上げ
か廃業か苦渋の選択」として、値上げしにくい事
情や、廃業の増加を伝え、容易には「変われない」
実態を描いている。
　
2．		ラーメン店の事例から「変われない」現状
　Bloomberg の記事はラーメンなる商品を介しデ
フレマインドを問題にしたのであろうが、手元の
資料で、新型コロナウイルスが都内の某中華料理
X 店（例：60 席程度の規模）に及ぼした影響を推
察する。むろん、過度に一般化はできないものの、
様子の一端を具体的に知ることができる。
　図表 1 は、2018 年 10 月から 20 年 12 月までの
日々の客数を月単位に集計し、月（横軸）の平均
値（縦軸）の推移を、図表中央の実線で示したも
のである。2020 年 4 月と 5 月で下降し、その後、
ビフォアコロナの 8 割程度にまで戻している。
　ところで、標準偏差（sd）は結構大きい。要は、
客が来る日と来ない日の差が大きいのだが、20 年
6 月以降は 3 月以前に比べ、それが小さめになっ
ている。大入りの日もない代わりに、お茶を引く（客
が来ない）日もなさそうである。

　一目瞭然で蛇足は承知だが多重比較する。各月
の日々の客数実績を基に、18 年 10 月から 20 年
12 月までの 26 カ月分から、2 つを取り出し組合
せをつくり、比較計算をした。組合せは重複を排
除すると 325。図表 2 のように、有意水準 1％以
下（＊＊）および同 5％以下（＊）で有意差があ
るという結果になった。
　すなわち、この店の場合、20 年 2 月までは平常
どおりおおむね順調に推移していたが、20 年 3 月
に客数減の兆候が現れ、4・5 月は他のどの月と比
べても「異常な」減り方をした。
　東京都は緊急事態宣言に伴うコロナ休業要請を
4 月 11 日から実施した。この店も 4・5 月合わせ
て 28 日間休店している。6 月 19 日から午後 10 時
までの営業制限は廃止された。その後、客数は徐々
に回復する。8 月は前年同様に夏枯れで、11 月は
前年同月比でも落ち込む。11 月 28 日から 12 月
17 日までの時短要請の影響もあった。12 月は回
復基調だが、21 年初めはまた厳しい状況を迎える
ことになろう。
　20 年 4・5 月と前年 4・5 月の差は、4・5 月の
外出抑制や休業を考慮すれば当然の差である。20
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図表 1　中華料理 X 店の客数推移（18 年 10 月～ 20 年 12 月）

（注） 平均＝月の客数計 / その月の日数、日数には休店日を含む。 
この客数推移は一例にすぎないが、街角景気指数（内閣府・景気ウオッチャー調査）の料飲 ID に近似しているので、あ
る程度の一般性はあるものと推察している。

出所：筆者作成
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図表 2　多重比較検定の結果

（注） 縦軸横軸とも年・月を示す（例：2012 は 2020 年 12 月）、検定は Tukey-Kramer による。
出所：筆者作成

年 6 月以降も新型コロナウイルスの影響ゆえの客
数減とみるべきだろうが、19 年 11 月は新型コロ
ナウイルス以外の要因（宴会予約の多少など）に
よる客数変動となる。もともと sd が大きいので、
基本的に「不安定」なビジネスなのである。

　次に、東京都が発表した感染者実数と、X 店の
20 年 5 〜 9 月の間における日々の客数を、そのま
まプロットすると、ほとんど相関がないことがわ
かる（図表 3）。あえて回帰線を描けば、x の係数
は ‒0.036 であり、R2 ＝ 0.015 となる。いうなれば、
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図表 3　感染者数と中華料理 X 店の来客数

（注）感染者数は東京都のホームページによる。
出所：筆者作成
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東京都が発表する感染者数の増減に関わりなく、X
店の客数は減ったり増えたりしていたのである。
　
3．固定費負担
　料飲（フード・ビバレッジ）事業で「原価率」
というと、普通は「材料費 / 売価」である。
Bloomberg が取り上げたラーメン店は小規模
チェーンとのことだが、日本国内で 1 ブランド
100 店舗や 300 店舗の規模に大規模化すると、加
盟店にも材料を「卸売り」することになる。その
ための委託生産や製造工場運営、製品・原材料の
調達や物流、商品センターや国内外 SCM の運営
を視野に入れなければならない。商社任せにもで
きるが、いずれにせよ、本来の原材料あるいは加
工済みの材料に付随する原価がそこに加わってく
る。しかも、材料によっては最終工程の時間や鮮
度の維持などにより、在庫回転日数を短くする必
要が出てくる。一方、出数（来客数・喫食数）は
安定はせず、ランダムである。この分野のマネジ
メントは、案外、厄介である（外から見ると改善
のポイントがいくつも見つかるが、中からではわ
かりにくいことが多い）。
　一般に、ラーメンというアイテムは低原価・高
付加価値商品である。自身で材料を買い求め確認
ができる。ただ、ラーメン 1 杯分の食材だけを買
うことはできない。残った材料を捨てるなら可能
ではあるが、それではかなり高くつくものになっ
てしまう。とっておいて、また作るとなれば、1
杯当たりの材料費はかなり低く抑えられる。スー
パーマーケットのレシートから原価率を求めれば、
もうかる要素のある商品であると実感できるだろ
う。本物のフカひれやツバメの巣のような高級食
材を使わない限り、どのようなラーメンを作って
も、著しく原価が変わることはない。
　要は、固定費（①人件費と②賃借料）の処理さ
えできれば、あとは客数（③喫食数）次第なので
ある。新規参入しやすい「高付加価値」商品ゆえに、
競争は激しい。
　ラーメン店の事業計画は前述の 3 つ（①②③）

で扱うことができる。①と②は事業者が置かれて
いる条件の範囲で、その裁量を発揮し選択できる。
しかし、③については①②ほど明快ではない。また、
②は③と密接な関係がある。②が高ければ③は増
える。①の「質」は③を維持するのに重要であるが、
その関係は②と③ほど密接ではない。時給を上げ
たからといって、それだけで客数が増えるとは限
らない。商売は上手なのだが、人を使うのは下手
という事業者も見かける。単純に、「命令すれば人
は動く」と教育された事業者は、事業が大成した
後であればそれでも良いが、創業初期だとそこで
つまずきかねない。
　さて、新型インフルエンザ等対策特別措置法第
45 条には、感染を防止するため、特定都道府県知
事は緊急事態において、協力要請などが可能とあ
る。コロナ休業補償は客数減少部分なのか固定費
部分なのか。前年同月基準で保障するにしても、
前年同月において、高い人件費①と高い賃借料 
②が、喫食数③に見合った実績を上げていれば、
事業者にとってその保障は有効である。そうでな
い場合は、事業の枠組み、事業計画それ自体を見
直す必要があり、その帰結として、廃業も当然あ
りうるのである。
　相対的に高い人件費・高い賃借料が、新型コロ
ナウイルス騒動によって否定され、それが新常態
と見なされれば、新たな不動産不況や失業率の上
昇を生むであろう。いうなれば、1 カ月坪 4 万円
の家賃でのラーメン店の事業計画は、ひと呼吸置
くべきだと言いたくなるのだが、そういうことを
言うと、やる気満々の外国人事業者が、賃借料 4
万円の物件をさっさと契約しかねないと反論され
るやもしれない。
　
4．落ち込みの激しい旅館の場合
　ある旅館の場合は、先の中華料理 X 店のグラフ
における、下降部分を横に広げ、かつ下方に下げて、
底深い絵姿にすればよい。よって、種々議論のあっ
た「Go To キャンペーン」は、干天の慈雨ないし
物
も っ け

怪の幸いとなるだろう。しかし、これは「たま
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たま」の効果であって、永続はまた別の話である。
　中華料理店とかラーメン店の事業の場合、売上
に占める固定費負担が大きいなら、閉店廃業と判
断し、即座に実行することも可能である。旅館の
場合はさほど身軽ではない。アフターコロナの新
常態で「変える」議論は容易にできても、いざ「変
える」ための方策を何に求めるのかは難しい。
　出発点で抱える固定資産が大きい、装置型サー
ビス事業の場合、その装置が生み出す「商品」を
変えるのは困難が伴う。商品をそのままにしてセー
ルスプロモーションが可能なら、まだまだラッキー
である。老舗の旅館を買収しリストラクチャーの
後、新業態で出直すというスキームは、リストラ
クチャーの中身次第で有効である。この場合は、
あまりに旧態依然のゆえ、旧事業者が退場しさえ
すれば、効果が出やすいものだ。例えば、いよい
よ資金繰りがつかず会社更生や民事再生になると、
負債が帳消しになるので、スポンサーに損益分岐
点売上を確保できる顧客名簿（ないし集客のベー
ス）があれば、「変われる」のである。
　同族の中で、この変革ができるなら、幸甚の至
りなのだが、普通は、大きな価値観の変容を伴う
ので、争い事が始まるものである。これはなかな
か厄介であり、所要の事業計画の構築には至らな
いことが多い。新型コロナウイルス騒動はこうし
た脆弱性を明示し、「Go To キャンペーン」の後に、
否応なく、リストラクチャーを要請するかもしれ
ない。

5．いにしえのスキー場の投資
　今回の新型コロナウイルスとは縁遠いが、「新常
態」を考えるモデルとして 2 つほど紹介しよう。
　（1） 　1 つは、バブルたけなわの 1990 年、この

ころ、ある自治体が 100 億円規模のスキー
場投資を実行していた。全体の 2 割程度が
進行していた。この地域にはスキー場が 100

ほどあった。わが国では索道 3 事業者数がそ
のままスキー場数になる。入場者数が前年割
れになったスキー場は 5 つくらいあったが、
大勢はまだまだ伸びると判断された。さて、
今進行中のスキー場投資を止めるべきかど
うか、参考までに意見をと、ある金融機関か
ら照会があった。この金融機関は本事例とは
関係なかったが、類似の民間事業に結構な融
資残を抱えていた。

　（2） 　もう 1 つは、すでに稼働していた公営の
スキー場で、入場数が落ち込んだ 1995 年こ
ろ、金融機関を経由して、事業者（公営事業
管理者）からこの先どうしたらよいかとの相
談事があった。このスキー場は前掲のスキー
場とは別の地域にあり、雪質は若干劣る。

　今回の新型コロナウイルス（パンデミック〈感
染症の世界的大流行〉）を当時のバブル（崩壊）と
見立てた場合、バブル後をどうみたかは、アフター
コロナの新常態を推察する「よすが」になろう。
筆者はスキーを履いたことがない。リフトで上がっ
たらリフトで降りてくるぐらいである。当時、米
国やフランスのスキー場をある程度訪問した。何
人かの創業者、経営者へのヒアリングもした。
　筆者のいちばんの関心はどこで売上が実現でき
るかであって、スキーヤーの満足度は売上で測定
できると考えていた。外国の事例をみた限り、ス
キー場事業はスノービジネスの一部と理解され、
その半分は不動産事業なのだが、前記 2 つの事例
にはそういう要素はまったくなかった。
　スキー場の市場は「都会」であるから、簡単な
Huff モデルに、他スキーエリア、同一エリア競合
スキー場を勘案すれば、マーケットは大方理解で
きる。スキーというスポーツからみたスキー場の
特質はスキーヤー 10 名にヒアリングすればおよ
そのことはわかる。
　スキー事業にかかる固定資産のうち、用地はさ

3    空中に渡したワイヤーロープに輸送機器を吊り下げ、人や貨物を運ぶ交通・輸送機関。ロープウエー、ゴンドラリフト、スキー
場のリフトなど、鉄道事業法第三章 索道事業（32 〜 38 条）に従って経営する。
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ほど心配はない。その他の資産の問題点は、耐用
年数が異様に長いことだ。ともかく時間がかかる。
そこで、勘定系に沿って資金繰り表を作成する。
費用の見積もりはある程度正確にできたが、収益、
すなわち入場者数を確率的に表現し計算すること
は難しかった。出力はいずれにせよ、何らかの形
の確率分布になる。
　破綻を意味するテールリスク、これをどう読む
かがまさに「経営感性」と思うのだが、ここで筆
者は誤解した。スキーはオリンピックでも行われ、
また、高校生の全国大会まであることから、スキー
は必須のスポーツなのだと考えたことだ。実は、
そうではなかった。スキーといえども、定番では
なく流行商品、いわば嗜好品であったのだ。米国
の事業者はそれをよく心得ていた。だから、半分
は不動産事業なのであり、その延長に併設の音楽
堂もあるのだ。
　（1）の事例は途中で中止と明確に言うべきで
あった。（2）の事例はこのままでは処置ナシで無謀、
事業自体を民間事業にする必要があった。
　このころの公営事業は資本と負債の区別がな
い。現金主義だから、特別会計で余った資金は本
予算に繰り入れられ使い切ってしまう。しかも、
これに高利の時期に融資した地方公共団体の某指
定金融機関は、事業者が提案する低利への借り換
えを拒む。事業の維持については、最初から保障
付きのビジネスであったことになる。相談事には
値しなかったのだ。

　今回のコロナ保障が、さまざまな事業を公営事
業化しかねない。しかるべき人物が登場し、これ
を戒める時期がくるかもしれない。

6．「在宅勤務」「巣ごもり」市場の行方
　パンデミックは、多くの事業の損益や事業者の
財政・資金繰りに影響を与えた。典型的な経営上
の環境要因である。
　「不況」はいずれ好況を招くが、事業者からみれ
ば「与件」であり計画ができない。予測に基づき
計画を変える。計画の対象は、事業者が影響を及
ぼすことが可能な内部要因、つまり経営資源に限
られる。しかし、今般の在宅勤務市場には両面が
ある。勤務者は内部要因でもあるからだ。ワーク
スペースを減少させるほどに在宅勤務が定着する
かは、事業者の制御下にある。そして、他社も同
じかどうかでより正確に判断できる。また、勤務
者の余暇をみれば巣ごもり需要も把握しやすい。
　ただ、80 年前の第 2 次世界大戦敗戦における日
本を念頭に置けば、プレーヤーは変わるだろうが、
早々に元に戻り、そのうえで新たな成長が始まる
とみることができる。戦後、荒廃した東京やパリで、
ファッションのランウェイがいつから行われたの
か、その時期と様相は大いに参考になるだろう。
　ゆえに、ニトリの中国出店、ことに品ぞろえに
は興味津々なのである。その際、定番と流行（ト
レンド）を誤ってはならない。

経営感性とフィージビリティスタディ




