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●TAM出向と養成の意義

企業再建 ･ 承継コンサルタント協
同組合（以下「CRC」という）で
は中小企業を対象にした『事業再生、
事業承継のコンサルティング』を通
じて、中小企業の調査分析（デュー
デリジェンス）、経営改善実行計画
策定、計画実行支援を行っている。

しかし、再生 ･ 承継計画の実行、
経営改革、業務改善を推進する人材
が不足している中小企業が多く、計
画が思うように進まないケースが散
見された。

そこで、CRC では約 5 年前から、
実務経験豊富な専門家、経営幹部経
験者を企業内に本格的に出向させ、

中小企業の社員、経営幹部とともに
事業再生業務を推進する仕組みを構
築した。

ターンアラウンドマネージャー
（以下「TAM」という）に必要な知
識や実務の経験などは非常に多岐に
渡っている。

それは、「法務、財務、税務、事業、
人・組織、事業承継、不動産知識、
計画作成の能力、コミュニケーショ
ン能力」等で、幅の広い能力と知識
が必要となる。

そのため CRC では、TAM の出
向サービスとともに、TAM を養成
する『ターンアラウンドマネー
ジャー養成講座』を東京 ･ 大阪で開
催し、全 13 回、累計 500 名の人材

を養成し、TAM 出向の基盤整備を
行っている。

●TAM出向の実務

TAM 出向を行う場合、出向前に
当該企業のデューデリジェンスを必
ず実施し、企業の窮境に陥った問題
と経営課題を「財務、事業、人 ･ 組
織面」で明確にし、その後の経営計
画策定から計画実行段階を視野に入
れて、TAM が計画策定に関与して
いる。

出向する TAM は CRC と業務委
託契約を結び、目的、期間等に合わ
せて、COO や経営幹部として出向
している。

TAM の出向前には、前出の『ター
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ターンアラウンドマネージャー（TAM）
の有用性と展望
　CRCでは中小企業に対する「事業再生、事業承継コンサルティング」を通じて、中小企業のデューデリジェ
ンス、経営改善実行計画策定、計画実行支援を行っているが、人材不足の中小企業が多く、計画が進まないケー
スが散見されたため、CRCは実務経験豊富な専門家、経営幹部経験者を出向させ、事業再生業務を推進する仕
組みを構築した。また、TAMを養成する「ターンアラウンドマネージャー養成講座」により、TAM出向の基盤
整備を行っている。

CRC　企業再建 ･承継コンサルタント協同組合

代表理事　真部 敏巳

第 1回

■ 図表 1　ＴＡＭ出向のイメージ

出向人材・専門家チーム

1. 実行支援サービス契約

2. 実行支援サービス依頼

3. 経営計画の実行支援・現場管理

4. 進捗報告・相談

5. 計画推進管理

経営計画の
実行・継続貴社

・経営者人材

・現場責任者人材

・専門家人材
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ンアラウンドマネージャー養成講
座』を受講し、再生 ･ 承継に関わる
知識の整理と補完を行うことで、よ
りスムーズな業務推進も実現してい
る。

●各業種で活躍するTAM

CRC では昨期 10 社の中小企業に
TAM を出向させた（図表 2 参照）。
この 1 月には出版社に COO を出向
させて、現在支援中の企業は 12 社
となっているが、最近は旅館業から
の依頼が増えている。

旅館業は不動産賃貸業とサービス
業の融合である。

日々のキャッシュフローはあるが、
経営がずさんで、設備投資を回収で
きない会社が多い中、TAM を送り
込むことで昨期実績では原価率を
5% 改善し、5,000 万円のコストダウ
ンに成功した例もある。

ホテル・旅館業を皮切りに、CRC
ではコスト削減のための仕入れ、業
務改善システムサービスも開始した

（詳細は次号（4 月号）の本連載に
て紹介する）。

今後は業種ごとに仕入れなどの一
本化で、コスト削減のサービスも
TAM 出向サービスとともに本格化
する予定である。

●今後のTAM出向展望

中小企業の再生には経営課題に適
切な人材をコーディネートする必要

がある。それにはコンサル
ティングと人材出向の連携が
重要だ。

中小企業にとって有能な経
営人材の採用は難しく、経営
幹部、専門職種業務をサポー
トする TAM の必要性はます
ます大きくなっている。

必要な期間、必要な人材で
業務をサポートし、複合的な
経営課題を解決するには、コ
ンサルティング組織のバック
アップのもと TAM が経営改
革を行う仕組みこそ、今後の
中小企業のサポートにとって
有用であると考えている。

本連載では毎月、各業種で活躍す
る TAM の業務を紹介し、現場での
業務改善、改革推進について 1 年間
レポートしていく予定である。

ぜひ、TAM の業務内容について
の理解を深めていただき、再生現場
の計画実行支援の具体的業務に本誌
をご活用いただきたい。

■ 図表 2　ＴＡＭ直近実績

2009 年 11月 地方旅館 承継&支援中

11月 地方割烹旅館 支援中

11月 地方中小製造会社 完了

12月 地方レジャー施設 完了

2010 年 4月 地方ホテル 支援中

4月 地方製造、卸 支援中

5月 首都圏中堅建設 支援中

6月 地方玩具等メーカー 支援中

6月 首都圏中堅建設 支援中

7月 地方旅館 支援中

7月 地方中堅建設 支援中

8月 地方ショッピングセンター 支援中

2011 年 1月 出版社 支援中

1月 地方旅館 支援中

（2011 年 1月現在）

■ 図表 3　今後のＴＡＭレポートの業種

掲載号 寄稿者 業界

2011 年 3月号 真部　敏巳 ＴＡＭの有用性

2011 年 4月号 Ｅ．Ｎ ホテル・旅館業

2011 年 5月号 Ｓ．Ｆ 建設業

2011 年 6月号 Ｈ．Ｎ 製造業

2011 年 7月号 Ｙ．Ｍ 流通業

2011 年 8月号 Ｋ．Ｓ ホテル・旅館業

2011 年 9月号 Ｋ．Ｋ 製造業

2011 年 10月号 Ｈ．Ｏ 出版業

2011 年 11月号 Ｓ．Ｙ 建設業

2011 年 12月号 Ｋ．Ｓ 製造業

2012 年 1月号 Ｎ．Ｏ ホテル・旅館業

2012 年 2月号 Ｈ．Ｗ 製造業


