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中小企業の海外展開

（社）大阪府産業支援型ＮＰＯ協議会
　　　　　　海外展開専門部会部会長

                              

その成功の基礎について

　計画的にグローバル展開に挑もう
　　　　　　　　　主としてものづくりの輸出について

米谷　政勝

２０１４年１０月２９日
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海外展開でいくつかの注意点

投資した資金の回収開始には１年以上かかる。

入金条件は、出来るだけ早い時点を。（前金****・工場出荷がベスト）

手紙・ｍａｉｌ・打合せ覚えは、契約と同じ。

打合せは、必ず「打合せ覚え」を英文で作成し、署名し、交換。

契約書は、案をなるべく当方が作成。

契約書は、英文で。準拠法は、英国法で。

総代理店契約は注意をして。

所有権の移転タイミングとお金の流れは合わせる。

取引条件は、なるべく変えない。一つ覚えがベスト。

入金条件、納期、回答期限などはきっちり守る。求償されることあり。

利益は、累積益がある場合は、送金可能だが、外貨事情による。

適用工業規格には要注意

注：履行保証が問題になりつつある。

キーワード：資金回収、入金条件、契約、英文、総代理店契約、所有権、利益送金
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海外展開の計画・実施の手順

１．海外展開事業計画書の作成

２．自社の強さ・弱さの把握

３．対象市場と顧客の絞り込み

４．海外展開予算の準備

５．海外展開人材の準備

６．営業ツールの準備

７．対象市場への乗り込みとフォロー
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海外展開支援のうまくいかないケース

　a.a.a.a.国内で成功している自信過剰なケース

　・自分たちが国内で成功している。経営ノウハウは知っている。海外人脈だけ

が知りたいので教えてほしい。現地人の留学生も採用している。（大阪）

　・既に、海外に事務所・工場を持った。出て来た問題に対処してほしい。（例：

現地での営業の支援をしてほしい）（兵庫）

ｂ．「もう後の祭り」のケース

　　タイミングが遅く、海外展開を行う資金的余力がない。（兵庫）

ｃ....    オーナー色の強い企業のケース

　　社内の経営の意思統一が図れないまま海外展開に手を出す。（兵庫）

ｄ．一部だけを勉強し、「いける」と判断するケース

　　リスク分析が不十分なまま、猛進し、費用もかけない。（兵庫）
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ものづくりでの海外展開のステップ

• プラント・大型機器メーカーの下請け

　　1step1step1step1step：指導員派遣による中進国メーカー指導

　　2step: 2step: 2step: 2step: 海外・現地製作条件付き国内発注

　　3step: 3step: 3step: 3step: 国内海外製作条件無しのdiscountdiscountdiscountdiscount発注

　　　　　　　（注）国内向け機器でも最近はこの条件が出て来ている

・　大ブランドへのOEMOEMOEMOEM製造メーカー

　　1step1step1step1step：コストダウンのための海外への発注

　　2step: 2step: 2step: 2step: 海外へ向けた自社ブランドの確立と販売（含む海外生産）

・　国内市場のみからGlobalGlobalGlobalGlobal市場への目覚め

　　1step1step1step1step：国内のみで生き残る

　　2step: 2step: 2step: 2step: 付加価値向上と商品化努力による国際化　

キーワード：賃金格差、材料費格差、富裕層の誕生、COOL　JAPAN
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海外支援の実務

　
事業計画の策定

当社の海外展開について:事業計画　                                    株式会社　○○
概要　当社は創業○○年、○○をテーマとした○○のメーカーです。当社の現状の経営上の課題は、既存製
品の国内販売が人口減少等を受けて伸び悩みになって来ており、中国等を中心に海外展開を図ることです。
この状況の下、早急に下記の経営目標を設定し、これを達成する施策を展開する必要があります。

２年後　総売上　２０億円　輸出　３億円 （現状　　総売上　１５億円　輸出　0.1億円）

当社の海外展開の現状
・国別現状　競合商品　①特徴（優位性）、 　②価格（コスト）
・今後の海外展開　・現状解決すべき問題　・新商品展開　・特定国での展開について　・事業活動の主な歴史
目標市場での年次別売り上げ目標

輸出目標　２億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標　　　　　　現状
　　既存市場・既存商品　　0.5億円　　　　0.1億円
　　新商品　　　　　　　　　　1.5億円　　　　　-

・主要アクションplan（含むアイデア）　・当社の遂行体制（含む外力利用）　
・概算資金計画、投資回収計算、ｃａｓｈｆｌｏｗ
・契約の主要内容
     テリトリー、販売目標、違約ペナルティー、支払い条件等
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海外展開の支援例（所在地：姫路）
ＯＥＭ生産あるいは海外ブランドで受け身の事業展開。　自社ブランドでのアジア展開を意図。

　　　事業計画を策定し、数値的な目標も立て、具体的なアクションを案画。

　

・既存代理店との契約上の問題を改善。（受注条件、入金条件他）

　　　発注計画連絡の遵守、入金遅延金利の設定、キャンセル料の設定、工場出荷引き渡し

　　　商標問題の解決、

・国際オンラインサイト：アリババの活用

　　　英文ホームページ、英文ＰＲ資料の作成による引き合い対応の迅速化、活発化。

　　　台湾、シンガポール、インドネシア、ハワイ、ドイツからの工場訪問あり。

・国際展示会での訴求

　　　国際フェアでの営業展開（東京ビッグサイトで４カ国と対応：米国、韓国、台湾、タイ）

　　　既存代理店による当該国での展示（中国、韓国）

・アジア地区巡回訪問（シンガポール、インドネシア）

　　　現地における販売戦略、ユーザーニーズ把握　（経費：補助金利用）
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海外展開の計画・実施の手順

１．海外展開事業計画書の作成

２．自社の強さ・弱さの把握→ＳＷＯＴ分析

３．対象市場と顧客の絞り込み

４．海外展開予算の準備

５．海外展開人材の準備

６．営業ツールの準備

７．対象市場への乗り込みとフォロー
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海外展開の計画・実施の手順

１．海外展開事業計画書の作成

２．自社の強さ・弱さの把握→ＳＷＯＴ分析

３．対象市場と顧客の絞り込み

４．海外展開予算の準備→予算項目と回収

５．海外展開人材の準備

６．営業ツールの準備

７．対象市場への乗り込みとフォロー
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海外展開のサポート;cash-flow;cash-flow;cash-flow;cash-flow
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海外展開の計画・実施の手順

１．海外展開事業計画書の作成

２．自社の強さ・弱さの把握→ＳＷＯＴ分析

３．対象市場と顧客の絞り込み

４．海外展開予算の準備→予算項目と回収

５．海外展開人材の準備→厚労省補助金活用

６．営業ツールの準備

７．対象市場への乗り込みとフォロー
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　活用厚生労働省補助金の概要
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海外展開の計画・実施の手順

１．海外展開事業計画書の作成

２．自社の強さ・弱さの把握→ＳＷＯＴ分析

３．対象市場と顧客の絞り込み

４．海外展開予算の準備→予算項目と回収

５．海外展開人材の準備→厚労省補助金活用

６．営業ツールの準備

７．対象市場への乗り込みとフォロー
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海外展開の支援例
英文営業ツール作成

　
・ゴルフ用品PRPRPRPR用英文スライド（パワーポイント）

・家庭用機器取扱説明書英文化

・熱処理装置用部品会議資料英文化

                                日本文原稿インドへ送付→一次翻訳

　                                                                                →　日本に返信→　営業・技術的にチェック→納品　　                                　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　                            　　＊インド活用企業：日本の大手家電メーカーの翻訳受注

　　　　　　　　　              ＊費用：６０％～７０％

　　　　　　　　　　　　　　　＊納期：一週間　
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ゴルフ用品PRPRPRPR用英文スライド（パワーポイント）

Overview of KYOEI Golf Club

KYOEI Golf Industry Co.Ltd　 Nishikawanabe 5, Ichikawa-cho, 
Kanzaki-gun, Hyogo-Prefecture

　　　Tel: ++81-790-26-2211　URL: http://www.kyoeigolf.co.jp/
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ゴルフ用品PRPRPRPR用英文スライド（パワーポイント）

Employing the Soft-iron Forging 
with Integrated Model 

• Creation of soft-iron forged　 
iron　head with integrated 
model till Hosel part. There 
shall be an improvement in 
sense of hitting by means of 
integrated model, and it is 
possible to make sure that 
there is no irregularity in the 
finished goods. KYOEI golf is 
the only company in Japan to 
manufacture soft-iron forged　
iron head　with integrated 
model. 
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海外展開の計画・実施の手順

１．海外展開事業計画書の作成

２．自社の強さ・弱さの把握→ＳＷＯＴ分析

３．対象市場と顧客の絞り込み

４．海外展開予算の準備→予算項目と回収

５．海外展開人材の準備→厚労省補助金活用

６．営業ツールの準備

７．対象市場への乗り込みとフォロー
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市場の特徴

・中国の特徴
　相手国の人口が多いからといって、必ずしも日本企業にとって市場が大きいというわけでは

ない。
　　

　　　例：中国本土（Ｂ　totototo　Ｂ　のケース）　　顧客と供給側が別れている
　　　　　中国メーカー（供給）　→　中国顧客（購買）
　　　　　台湾メーカー（供給）　→　台湾系顧客（購買）

　　　　　日本メーカー（供給）　→　日系顧客（購買）　
　
　　日本の中小企業にとって、顧客がはっきりしていることが重要。
　　　例：ある樹脂成形メーカー中国工場
　　　　日本の大手１００円ショップ企業との取引

　　中小企業の製品・商品であっても最先端のもの((((検査機器など))))は、顧客からの需
要はある。
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市場・顧客に対する勘違い

　• 言葉が一番問題だから当該国人を雇えば、事業ができる。

• 日本の品物の品質は良いからどこでも売れる。

• 中国、インド、ＡＳＥＡＮの市場は大きいから販売は有望。

• 次はミャンマーが良いらしい。（大企業ではない）

• 某国の有力政治家とコネが付いたらしいからそんなに努力し

なくても事業はうまくいく。
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支援を受けるべき人材（１）

　
• 基本的能力：自分たちの業種の経験者で国際ビジネスで多くのトラブルを

解決した人材を捜す。

　言語：英語のみでもＯＫ

　契約：主契約者としての交渉経験あり

　販売：直接の売り込み交渉経験あり

　生産：工程管理、品質管理の基礎の経験あり

　通関：業者を使っての経験あり

　総務：労働法の適用経験あり

　　　　　　　↓

　　　本来は、経験業務が異なる複数人で対応がベスト　
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支援を受けるべき人材（２）

　
絶対に必要な能力

　　経営計画の立案可能な人材の確保

　　　　　　　　　　　　　↓

　　企業にとって、海外戦略は事業の基本戦略であり、国内事業と分けて考え

ることは出来ない。

　　　　　　　　　　　　　↓

　　支援者には国内の事業状況を開示する必要がある。　　
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支援を受ける組織の特徴

　
支援機関は、あくまでｻﾎﾟｰﾄであることから商社機能、販売・契約

の主体者、代行者ではないことを明確に！

多くの支援機関があり、各々の特徴を持っている。その特徴を良
く理解し、支援を受ける事が必要。

　　そのためには、支援を受けた実績のある企業の経験を聞くこ
とも一つの考え。

無料支援は、限界があり、自らの企業の展開には部分的にしか
役立たない。outputがほしいならば、inputも必要。
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海外展開のサポートの項目(1)(1)(1)(1)

　
• ラフな事業計画書の作成（アドバイザーが枠組を作成）

• 中小企業における事業計画書への穴あき部分の記入

• 事業計画書をベースに中小企業とアドバイザーによる問題点の洗い出し。

• アクションプランのブレーンストーミングと整理。

• アクションプランの実施に伴うサポート

　　（海外とのコレポン、契約書作成・交渉、会議同席・議事録作成）

・　ホームページ、パワーポイント、技術説明書等の英文化・その他外国語化

・　動画の英語説明挿入・ナレーション追加
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海外支援の実務

　
事業計画の策定

当社の海外展開について:事業計画　                                    株式会社　○○
概要　当社は創業○○年、○○をテーマとした○○のメーカーです。当社の現状の経営上の課題は、既存製
品の国内販売が人口減少等を受けて伸び悩みになって来ており、中国等を中心に海外展開を図ることです。
この状況の下、早急に下記の経営目標を設定し、これを達成する施策を展開する必要があります。

２年後　総売上　２０億円　輸出　３億円 （現状　　総売上　１５億円　輸出　0.1億円）

当社の海外展開の現状
・国別現状　競合商品　①特徴（優位性）、 　②価格（コスト）
・今後の海外展開　・現状解決すべき問題　・新商品展開　・特定国での展開について　・事業活動の主な歴史
目標市場での年次別売り上げ目標

輸出目標　２億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標　　　　　　現状
　　既存市場・既存商品　　0.5億円　　　　0.1億円
　　新商品　　　　　　　　　　1.5億円　　　　　-

・主要アクションplan（含むアイデア）　・当社の遂行体制（含む外力利用）　
・概算資金計画、投資回収計算、ｃａｓｈｆｌｏｗ
・契約の主要内容
     テリトリー、販売目標、違約ペナルティー、支払い条件等
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海外展開のサポートの項目(1)(1)(1)(1)

　
• ラフな事業計画書の作成（アドバイザーが枠組を作成）

• 中小企業における事業計画書への穴あき部分の記入

• 事業計画書をベースに中小企業とアドバイザーによる問題点の洗い出し。

• アクションプランのブレーンストーミングと整理。

• アクションプランの実施に伴うサポート

　　（海外とのコレポン、契約書作成・交渉、会議同席・議事録作成）

・　ホームページ、パワーポイント、技術説明書等の英文化・その他外国語化

・　動画の英語説明挿入・ナレーション追加
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海外展開のサポート：アクションプラン

• 事業計画書をベ

ースに中小企業と

アドバイザーによ

る問題点の洗い

出し。

• アクションプラン

のブレーンストー

ミングと整理。
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海外展開サポートの項目(2)(2)(2)(2)

　
• 契約書作成指導

　　片務性の排除

　　総代理店規定の排除ないし制限

　　英文契約書のすすめ

　　準拠法の英国法採用のすすめ

　　係争関係イメージの想定

　　　　　契約書取り交わしまでの実運用→議事録の作成とサイン

　　　　　（注）回答放置はビジネス機会を失ったとして損害賠償対象　　
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アジアのビジネスネットワークの特徴

• 人的ネットワーク

中国：中国大陸、台湾、日本、韓国

　おのおのがグループ化され情報が閉鎖的→拡大展開を望む

　日本以外は、縦割り分割がない

　大陸・台湾は大家族制のサポート体制あり

インドネシア：ローカル、在留中国人、在留日本人。基本的には、中国系が牛耳る

　　　　　ローカルは、日本に好意を持っており、在留が長ければ信頼関係が出来る

マレーシア：インドネシアと同様。ただし、インド系が入る

その他：タイは利益次第、中国系は同化済み。フィリピンは、実質、台湾経済　

中国大陸は、台湾・香港企業と協業する選択肢もある。
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海外展開に当たって準備すること（確認）

　
日本語部分
    自社の強み：国内・海外他社との定量的比較（納期、品質、コスト、ロット等）

    商品の特異性：市場・顧客にとってのメリット（どんなｿﾘｭｰｼｮﾝに役立つ？）

    自社内責任者の任命（専任である必要はない）

外国語部分（英語のみでＯＫ）
パンフレット、ホームページ、パワーポイント　　

　等上記日本語部分の内容を含んだＰＲ・提案・説明資料

その他
商業・貿易英語の翻訳者の確保（社内または社外）

当該国への出張時間・費用の確保
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支援例（コレポン事例）

 Re: Formation of our international business in ASEAN 
area

Dear Mr. ○○

   We discussed the above subject internally with our 
people here.

  As a result, we would like to inform you of our
Company policy on this matter as below:
 As you may know, we have reliable distributors
in several countries overseas and they are 
selling our products in their own way under terms 
and conditions of distributorship agreement. 
Under such agreements, we export our products 
directly to our distributors overseas and payment 
for each shipment is made directly to us as 
Principals not as Agents.
We would like to adopt the same business manner in 
Singapore and other ASEAN countries

 . We understand in ASEAN market, especially in 
Singapore, you are so powerful and influential in this field 
that we are still greatly interested in establishing direct 
business with you as Principals based on distributorship 
agreement.
 However, unfortunately, Mr. △△'s opinion makes it 
impossible for us to enter into direct business with you. 
He is still insisting that we should do business with you 
through Mr.△△ himself, which is not our desire.
 We would like to know what you think about this ituation. 
Please let us have your frank and honest comments on 
this matter as soon as possible.

    Thanking you in advance for your cooperation we 
remain with best regards,

□□　□□
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海外での調達

技術・技能レベル　

・２０年前　インドネシアでの建家鉄骨

　（穴ピッチ合わず苦労、ブラスト用の砂が悪く、塗装に苦労）

・最近の状況（中国の例）

　　　大連の現地メーカーのSUS溶接　　　　　　　　　　　　　安徽省の現地メーカ製のフランジ (日本に輸出)
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　　最近のシンガポールでの話

最近の出張で、シンガポールでシンガポール系中国人の友人に久しぶりに再会した。

彼は、日本企業の大手の現地法人で要職についた後、退職し、現在、中規模のエンジニ
アリング会社を経営しているが、次ような発言があった。

「ご存じのように、シンガポールは、ミニＵＳＡとも言うべきで多人種、
多宗教の国。ここでは、いろんな人的関係から世界に向けたビジネス
が展開できる。ビジネスのﾊﾟｰﾄﾅｰとしては、日本が最も信頼できる友
人の１人だ。是非、チームを組んで行いたい。小さい仕事でも、遠慮
なく言ってほしい。

特に、ＡSEAN、南アジアでは、情報とファイナンスの面で多くの有効
な活動を行っている。どんな相談でもしてもらえれば、積極的に対応
する。」
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ご静聴ありがとうございました。

　　　　　　　　　

　　

（社）大阪府産業支援型ＮＰＯ協議会海外展開専門部会部会長

　　　　　　　　　　　　　米谷政勝


