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【過去 2回の振り返り】	

　過去 2 回の記事を簡単にまとめる
（2020 年 8 月当時の情報に基づく見
解）。

〈第一回記事〉※次ページ図 1 参照
◦ 最悪の場合、宿泊事業者の 17%、

3800 社もの事業者が 1 ～ 2 年中に
債務超過となる可能性がある。

◦ 今すべきは経営のモードチェンジ。「経
営指標を現預金残高に」「事業＜財
務で意思決定」「最悪シナリオを想定」

「聖域なき資金調達」を基本スタンス
とする。

〈第 2 回記事〉
◦ 9 割の宿泊事業者はもはや自助努力

による反転攻勢は難しいのではない
か。

◦ 短期的な生き残り策だけではなく、
ニューノーマルにおいて勝ち抜くための
再構築戦略を描く。

　昨年 8月の記事では宿泊事業者にお
いて「1 ～ 2 年後に訪れる財務的なリス

アフターコロナにおける宿泊業
生き残りへの処方箋

せ ん

（財務基盤の整備）
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
マネージングディレクター	 稲川 直樹氏
ヴァイスプレジデント	 原田 翔太氏

　2020 年 3月11日にWHOよりパンデミック宣言が発せられた新型コロナウイルスの猛威は、世界中の人々の行動
様式に大きな制限・変化をもたらし、およそ一年の期間が経過している。国内における度重なる緊急事態宣言発出、
海外各国におけるロックダウンおよび水際対策による国境封鎖でヒト・モノの流れが大きく制限されたことにより、特
に宿泊業では甚大な影響を受けていることは議論の余地がない。
　筆者らの所属するデロイト	トーマツ	ファイナンシャルアドバイザリー合同会社は、事業再生・再編およびM&A等企
業の有事に対応するサービスを提供しており、2020 年 8月には本誌において、「アフターコロナにおける宿泊業	生き
残りへの処方箋」をテーマに計 2回、筆者らの見立てを論じた。

ク」とそれを踏まえた「アフターコロナに
おける宿泊業のビジネストランスフォーメー
ションの在り方」を論じたが、本稿にで
は直近～半年の期間で必要となる喫緊
に取り組む内容を「財務基盤の整備」
という切り口で考えたい。なお、本稿の
意見にわたる部分は筆者らの個人的な
見解を示すものであり、筆者らの属する
組織の公式見解を示すものではないこと
に留意いただきたい。

経営危機レベル	
「貴社の存続は既にカウントダウン
入っていないか？」

　まず次ページ図 2を参照いただきたい。
こちらは当社で定義している経営危機レ
ベル（Crisis Level）である。貴社はど
の状態だろうか？
⃝	C1：売り上げ成長性や営業利益率

や FCF 額が低い企業。事業の構造
的課題は抱えているが、自己資本比
率や資金繰りに問題はない。「事業」
の改善・改革は留意すべきだが、「財
務」をケアする必要はない。

⃝	C2：設備投資や M&A などの投資額
が膨らみ、その分銀行借入が増えて、
DEレシオや有利子負債返済年数が
悪化した状況。今後「投資を控える」

「固定費を下げて利益を増やす」な
ど借入金の水準をケアする必要があ
る。

⃝	C3：C1・C2 の状況において、「売り
上げの大幅減少」「多額の特別損失」
が発生し、自己資本が大きく棄損した
状態。財務の安全性が悪化したこと
により、長期資金の調達は事実上困
難となり、短期借入についても上限額
が厳しくなる。

⃝	C4：C3 からさらに多額の損失の発生
や、2 期連続営業赤字などが発生。
銀行の債務者格付が下がり、追加の
資金調達が困難になり、これまでは
借入金の返済期限が来ると、半ば自
動的に借り換えできたものが、金利アッ
プや担保提供など条件が付き始めて
いる状況。残高の少ない金融機関か
ら借入金返済を強く求められ、リスケ
ジュール等の私的整理を検討する段
階。
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図 1：宿泊事業者における構造的課題と打ち手
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⃝	C5：借入の借り換えもできず、さらに
月次の CF がマイナスになり、現預金
を食いつぶし、今の状況が続くと資金
ショート・経営破綻までカウントダウンの
状態になっている。

　通常は、この経営危機レベルが徐々
に下がっていくことが一般的であるが、コ
ロナ禍における事業環境では、C1 から
C3 へ、C1 からC4 へと短期間で大きく
悪化していくことが特徴である。宿泊事
業者を含む観光業界においては、コロナ
による経済活動制限の影響が大きく、深
いことから、一部の企業を除いて C3 以
下になっている可能性が高いものとみら
れ、上場している大手事業者においても
優先株等での資本調達やコア資産の売
却を含めた抜本的な事業再構築により、
生き残りを模索している状況である。

たりする可能性があることから、前倒しか
つ積極果敢に取り組んでいただきたい。

経営危機回避策①	
『財務イベント（資金繰りの谷）を押さえる』

　経営危機を回避するために、まずやる

　金融機関、特に営業担当は、これら
の状況の厳しさをストレートに言うことは稀
である。「行内の説明資料のためにデー
タが必要で・・・」「事業計画を出して
いただけませんか？」等と非常に婉

えんきょく

曲的・
丁重に話をしてきても、事業者において
は、金融機関とのコミュニケーションの感
度を高く、自社が置かれた状況が今まで
とは違うことを認識する必要がある。自社
の財務部が過去の金融機関との関係に
引っ張られてこの予兆を見過ごし、状況
を見誤ると、企業の存続にも影響するこ
とを留意すべきと考える。
　以下稿にて、C3 以下になっている企
業向けに、この状況をどのように回避す
るかを述べたい。
　なお、問題が大きくなってから対処法
的に改善策を打とうとすると、その時点で
選択肢が限られたり、既に手遅れになっ

図 2：経営危機レベル
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べきことは、この 1 年間の財務イベントを
把握し、「資金繰りの谷」を押さえること
である。昨年春～夏にかけ、コロナの影響・
リスクに備え金融機関からの融資 (コロナ
対応融資 )を受けた事業者も多いと思う
が、そこから約 1 年が経過し、融資の返
済期限を迎えるケースも増えるであろう。
　一方で金融機関はこの間に、各業界・
事業者の「足元～将来の回復見立て」

「事業・財務実態の把握」「事業・弁
済計画の見極め」の具体的な検証・議
論を進めている。そんな状況から事業者
が「きっと大丈夫、融資継続できるだろう」
と楽観的に見込んでいる状態から、金
融機関から突然厳しい判断を突きつけら
れるリスクは相応にあると考える。このタイ
ミングで見込んでいた金融機関からの支
援が得られない場合、なし崩し的に「既
存借入の返済」「4 ～ 6 月の各種税金
の納付期限」などが連鎖し、この春以

図 3：コロナ禍における財務イベント

「需要回復度」に分類して、今後の方
向性を示したものである。実際は両軸共
にもっと多面的に判断していくが、今回
は分かりやすくするために、「財務の安
全性＝自己資本比率」「需要回復度＝
直近の売上高」とした。
　自己資本比率は 30%を下回り、2021
年度もコロナ禍の影響が続くことを想定す
ると、「不安定」に分類され、10%を下
回ると、明らかに「危険水準」であると
言える。
　直近の売上高は、緊急事態宣言の状
況や Go Toトラベルの再開可否等で変
わるが、直近もしくは 2021 年度の水準
をイメージしていただきたい。各社のコスト
構造・利益率によって、これらの水準は
変わるが、来期も需要回復度が 80%を
下回ると赤字幅が大きくなりはじめ、60%
を下回ると2020 年度に続いて、巨額の
赤字決算になると思われる。

降が企業にとっての一つの「資金繰りの
谷」を迎える時期になるではないかという
のが筆者らの見立てである。もちろん様々
な制度運営上の助成・免除・減免が拡
充される可能性もあるが、「きっと」「かも
しれない」で経営の舵取りをするのは極
めてリスクが高いことから、「最大リスク（資
金ショート）を最小化」することを押さえた
うえで経営危機回避・反転攻勢に臨む
べきであろう。

経営危機回避策②	
『立ち位置・方向感を見定める』

　次に対応すべきは、自社の立ち位置
を理解し、どの方向に向かうべきかを確
認することである。
　図 4「生き残り＆反転攻勢の方向性」
をご覧いただきたい。
　こちらは、自社の「財務の安全性」と
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　これらの 2×2 の四象
しょうげん

限で、反転攻
勢を仕掛ける方向性をまとめてみた。

• A セグメント：短期コスト削減・止血
「休業」「賞与カット・早期退職制度」
「賃借料交渉」「仕入・外注費圧縮」
など一時的なコスト削減が必要な状態。

“止血”することで月次の赤字幅を
減らし何とか損失を最小限に食い止め
る。Go Toトラベル再開、ワクチン普
及などが早期に進めば、何とか自助努
力で耐えられると考えられる。

• B セグメント：抜本的な事業構造改革
Aセグメントよりも需要回復度が大きく悪
化し、2021 年度も多額の赤字決算の
可能性が高く、赤字運転資金を賄うた
め、追加の資金調達が必要な状況。
ただし、この状況では従来通りの資金
調達は難しく、踏み込んだ事業計画の

図 4：生き残り& 反転攻勢の方向性

提出が求められる。内容としては、こち
らは A セグメントと同様の短期コスト削
減・止血はもちろんのこと、「低収益・
ノンコア事業の撤退・売却」「コスト構
造改革」「業態転換」など抜本的な
事業構造改革が求められ、2021 年度
の止血しつつ、今後悪化が必至である
自己資本比率をより短期間で回復でき
るような利益率向上を目的としている。

• Cセグメント：事業構造改革＆資本調達
C セグメントは、B セグメントから時間が
経過した姿とも言える。自己資本比率
が危険水準となるため、優先株、劣
後ローンを含む資本調達は必須。金
融機関・機関投資家によるハイブリッ
ドファイナンス、既存株主による増資、
新たな戦略パートナーによる増資が選
択肢となるが、この環境下での資本調
達であることに鑑

かんが

みると、経営陣の強

化を含む抜本的な事業構造改革を必
要条件とされることが想定される。

• D セグメント：経営再建
D セグメントは、「実質債務超過」で
あり、銀行格付けは「破綻懸念先」、
当社で定めている経営危機レベルは
C5 で、資金調達をすることは極めて
困難であり、残念ながら「現預金が尽
きた時点で経営破綻」という状況であ
る。この状態になると、単独での生き
残りを図る際には、資金ショート回避の
ため、金融機関にリスケジュール等を
要請し、「戦略重要度が高く、収益性
が高い事業の売却」「なりふり構わな
い人員リストラ」「益出し・現金化可能
な資産の売却」といったように、実質
的には解体に近い施策を打つ状況とな
る可能性がある。また、それでも再建
が困難である場合には破産等の清算
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型法的整理の方向性となりえる。この
ようなシナリオを避けるためには、中小
企業再生支援協議会スキーム、事業
再生 ADR 等の私的整理、民事再生
法等の法的整理の枠組みによりスポン
サーを受け入れることになるが、無条
件降伏の状態なので、スポンサーから
前述と同レベルの意思決定をされても
異論を唱えられない状態と言える。D
セグメント＝破綻懸念先・C5 になって
からでは、打ち手が大きく限定的にな
るため、B セグメント・C セグメントの時
点で手を打つことが望ましい。

経営危機回避策③	
「投資家・金融機関目線での事業計画
を作成」

　経営危機回避策の三つめは、前項の
方向性に沿った資金調達・資本調達を

図 5：資金調達・資本調達に必要な事業計画

するための事業計画を作成することであ
る。
　ただし、ここで留意すべきは、通常時
に利用している事業計画と、投資家・金
融機関が求める事業計画とは、全く別物
であり、既存のレベルの事業計画を提示
しても、資金調達・資本調達は極めて
難しいということである。
　社内向け・投資家向け・金融機関向
けの事業計画の位置づけの違いをまとめ
たのが、図 5「資金調達・資本調達に
必要な事業計画」となる。

• 社内向けの事業計画
平時での事業計画は、社内向けで主
に「業績評価」「予算管理」といっ
た社内の経営管理を目的とし、多くの
日本企業においては、数値水準は「こ
れぐらい実現したい！」という努力目標
である（ほとんどのケースで未達に終

わってもお咎めなし）。経営指標は売り
上げ・利益率といった PL 指標が中心
であり、BS や CFを意識されることは
稀である。また、事業計画の施策内
容には成長戦略・事業戦略における
定性的なキーワードが並ぶ。

• 投資家向け事業計画
次に投資家向けだが、こちらは金融ス
ポンサーと戦略的スポンサーではスタン
スが異なる。前者は投資期間中に何
らかのストーリー・シナリオでバリューアッ
プし、どこかの企業に売却するか、上
場させることで Exit するといったエクイ
ティストーリーを求めるし、後者は加えて
自社との事業シナジーによる戦略の拡
がりや利益上乗せ分を求める。数値
計画は野心的な目標でセットされ、一
般的には企業価値向上の目安となり、
金を稼ぐ力を表す EBITDA やフリー
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キャッシュフロー（FCF）等が経営目
標となる。

• 金融機関向け事業計画
最後に金融機関であるが、融資・社
債型優先株式による資金提供であり、
投資家とは異なり、キャピタルゲインで
回収するストーリーではないので、市況・
業績が悪化した場合でも債権や投資
が回収できるかどうかを判断する。その
ため、数値計画ではリスクケース（場
合によってホラーケース）を中心に、上
記の収益性指標だけでなく、自己資
本水準や現預金残高といった BS 指
標を含めて、前提条件や蓋

が い ぜ ん

然性を精
査していくこととなる。ただし、昨今では

「単独での縮小均衡計画」ではなく、

スポンサーや提携等、外部の力を借り
ることを含め、どのように将来生き残っ
ていくのかという経営方針を求められる
ケースも多い。

　社内向けはいかに組織・社員に具体
的なビジョン・目標・成果指標を示し、「計
画の実行・実現確度を高めること」が主
眼になるが、投資家向けには、「価値の
ある・価値を出すことを確信してもらうこと」
がメインメッセージ、金融機関に対しては

「最大のリスクが起きても返済できること」
を示す必要がある。それぞれが別物であ
ることは言葉として明示化すれば至極当
たり前ではあるが、「使いまわし」「独り
よがり」の計画になってしまっていないか
下記のポイントで改めて指差し確認をして

みていただきたい。

• 単独で生き残ることを所与にする等、
これまでの延長線上の計画になってい
ないか（ゼロベースで生き残りを検討）。

• 「業界・社内用語」「略語」などを
頻発していないか（平易・一般的に
表現）。

• あれもこれもと定性的な目標・施策の
羅列になっていないか（定量かつ財
務数値で表現）。

• ｢組織の役割整理」や「業績・予算
管理」のための目標・計画に終始して
いないか（出し手の意思決定指標を
提示）。

• 根拠の乏しい、努力目標としての目標・
数値計画になっていないか（ファクトと

図 6：資金管理高度化の取り組み
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シンプルな四則演算で説明）。
• 「必ずやり切る」「厳しいので支援し

て欲しい」など嘆願になっていないか
（出し手のメリット・リスクを踏まえた交
渉・折衝）。

　経営危機に直面している局面において
はこの事業計画が会社の存続を左右す
るものであり、投資家・金融機関は事業
計画の一つ一つの表現・所作から、企業・
経営層のスタンス・力量・覚悟を読み取
り、判断していることを念頭におく必要が
ある。

経営危機回避策④	
「早急に資金繰りを整備し安全圏に持
ち込む」

　4 つめは、資金管理を高度化して、
突然の資金ショートを防ぎつつ、前倒しで

図 7：業績管理高度化の取り組み

施策を検討・実行し、資金水準を安全
圏に持ち込むことである。
　冒頭の経営危機レベルにおいて、C2
までは資金繰りはノーケアでも大きな問題
は生じないが、C3 になってから資金繰り
をケアする必要が生じ、C4 では精度を
高めておかないと、いきなり「今月資金
ショートの危機」といった事態になる。さ
らに C5まで落ち込んだ場合、最早 PL
はほぼ見なくなり、資金繰りだけを追い
かけることになる。
　そういった事態を防ぐために、前ペー
ジ図 6「資金繰りの高度化の取り組み」
が必要である。
　まず、Step1 では、今後 1 年間の月
次資金繰りを作成する。3カ月先まで作
成しているが、年間は作成していない、
もしくは年間作成しているものの精度が著
しく低いケースが多い。まずは年間で見
た時に、資金返済スケジュール・投資計

画・法人税・賞与支払いなど大きな出
入りを押さえつつ、コロナ禍においては、
Go Toトラベルの実施期間や感染者数・
ワクチン接種状況など不確定要因をい
くつかのパターンでシミュレーションしたり、
C4-C5 であれば次の銀行借入が借り換
えできなかった場合にどうなるのかについ
ても全体像を把握したい。この概算で大
きな問題がなければ良いが幾つかのネガ
ティブ要因が重なった時に資金ショートの
可能性もある場合は Step2 に移行する。
　Step2 は、現在の資金繰りの作成方
法や誤差が生じる要因を把握し、見積
方法やオペレーションを改善することで精
度を高めたうえで年間の資金水準を把握
する。
　最後は、不確実要因が生じても必要
手元流動性を確保できるようにするため
に、費用削減・運転資本改善はもとより、
前倒しでの資金調達（必要に応じて増
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資による資本提携等抜本的な施策も視
野に入れる）などの資金創出施策を実
行し、安全圏まで持ち込むことで経営危
機を脱したい。

経営危機回避策⑤	
「市場変化を定常的にシミュレーション
して意思決定できる仕組みを作る」

　次に、「資金繰り・資金管理」と同
時に「業績管理」を整備したい。ただし
留意すべきは、平時であれば、年度計
画・年度予算を定めたら、それに基づき
1 年間計画は変えず、月次・四半期で
PDCA サイクルを回すことになるが、経
営危機レベル 3 以下の状況ではこのサイ
クルの長さが致命傷になってしまう。
　例えば、「3 月 7 日に発出された緊
急事態宣言が GWまで延長されたら？」

「2021 年度の市況がコロナ前の 60%
だったら？」「東京オリ・パラが中止になっ
たら」「XX 銀行からの 6月の借り換えが
出来なかったら？」といった要因が生じた
場合に「2021 年度の営業利益」「2021
年度上半期の自己資本額」「資金ショー
トのタイミング」が答えられるだろうか。さ
らにその予測値に基づき、「さらなる人員
削減数」「XX 事業の売却を判断」「救
済型スポンサー探しを本格的に開始」と
いった意思決定すべき事項は見えている
だろうか。
「そんなことが起きたら甚大な被害が生じ
る」「政府は一体何をしているのだ！」と
感情的に否定し、現実に起きた時はただ
狼
ろ う ば い

狽し、コロナを恨み、自社の不運さを
嘆くだけであれば、それは経営の怠慢と
考える。
　多くの企業が、中期経営計画・事業
計画・月次計画は 1 本で、そのような変
動要因は想定・対応していない。それ
は、コロナ前のような需要も財務も安定し
ていることが前提であり、有事においては、

この不確実性を定量化し、事前にある程
度意思決定し、そうならないように新たな
アクションを取っていくことが必要である。
　図 7をご覧いただきたい。
　左側はインプットで、大きく三つ分かれ
て、「市場環境・事業環境」として主に
売り上げ・収入に影響するパラメーター、

「構造改革進捗状況」は主にコスト構
造に影響するパラメーター、「事業売却・
財務状況」は事業・資産の売却、資金
調達など投資 CF・財務 CF に影響する
パラメーターがある。
　これらの変動要因（インプット）に基づき、
真ん中の項目である、全社の財務三表を
中心に、事業セグメント別損益、施設別
損益、月次事業計画をシミュレーションし、
経営目標とのギャップを確認する。詳細
化については、最初から完璧にやる必要
はなく、まずは全社から始まり、徐々にセ
グメント別に落とし込んでいけば良い。
　最後にこれらのシミュレーション結果を
踏まえて、何を意思決定すべきか、どの
ような施策が必要なのかを事前に可視
化し、経営会議できちんと議論する。特
にコロナの影響は非常に不透明であるた
め、ベースケース、リスクケース、ホラーケー
スとそれぞれ前提を置き、シミュレーション
して、それぞれのケース別に意思決定を
事前に準備しておきたい。

　以上のように、様々な事業環境要因
が変化した時に、事業計画・資金繰りな
どの数値計画がシミュレーションできて、そ
れに基づいて経営危機を乗り切るような
意思決定ができる仕組みを用意・実行す
ることは極めて重要である。

おわりに	
「問題が顕在化する前に積極果敢に乗
り切る」

　以上、経営危機レベルが悪化した企

業向けに、財務基盤中心に経営危機回
避策について述べてきた。
　去年の「Go Toトラベルキャンペーン」
により需要は一時的に回復し、その後

「Go To の凍結」「緊急事態宣言」で
再度悪化、直近（2021年2月20日時点）

「世界的に感染者の減少」「ワクチン接
種の進行」など明るい材料も出始めたが、
Go Toにかかる世論は相変わらず厳しく、
また感染状況が再度悪化する可能性もあ
ることから、4 月以降の 2021 年度も引き
続き厳しい状況が続きそうな気配である。
　これだけ長期にわたって、マーケットが
深く削られると、地方の観光産業には壊
滅的なダメージとなり、ほとんどの宿泊事
業者は経営危機状況に追い込まれてい
るものと推察される。
　一方で、同様に厳しいといわれるアパ
レル・外食業界でも、コロナ禍における
財務面を含む取組により業態間格差・
企業間格差が広がってきている。宿泊
事業者においては、市況回復や政府施
策に祈るばかりというスタンスではなく、前
回寄稿した事業構造改革や、今回寄稿
した財務基盤強化について、積極果敢
に取り組みを加速し、この難局を攻めの
姿勢で乗り切って頂きたいと切に願って
いる。
　また、慣れない有事において、財務
面での施策や事業計画・戦略策定等に
おいて専門的な知見が必要になることも
あるため、お困りの際には是非お声がけ
いただければ幸いである。
　最後に、当寄稿の機会をいただき、ま
た様々な知見をご提供いただいたオータ
パブリケイションズの岩本マネージングディレ
クターに深く感謝申し上げたい。
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