
アナリティクスによる拠点不動産戦略アドバイザリー
～データサイエンス×不動産戦略～
人口動態等のデータに対してアナリティクスを活用することで将来のシナリオを策定し

不動産の専門家の知見と掛け合わせることで戦略策定・実行までをサポート

人口減少社会における拠点不動産戦略の課題

我が国の人口は現状の減少ペースが続けば2050年頃に1億人を割り込むと予想され、人口動態を踏まえた企業の戦略の見

直しは今後必要不可欠です。

インターネット企業などとの競争激化を背景として、流通企業の中には減収が続く地方や郊外の店舗を閉鎖し、大都市の店

舗へ経営資源の集約を発表する動きも見受けられます。一方でAIやアナリティクスを活用したキャッシュレス店舗が店舗数を

拡大するなど企業における実拠点の重要性は未だ失われてはいません。

今後のさらなる少子高齢化およびそれに伴う相続の発生により、人口動態と住民所得は県ごと、地域ごとに大きく異なるため、

不動産戦略を見直す上で、対象となる不動産を取り巻く将来推計が何より重要になります。
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拠点不動産最適化のためのワンストップサービス

将来を見据えた拠点の進出・撤退戦略を策定するため、データサイエンティスト、公認会計士、不動産鑑定士、一級建築士、

ビジネスコンサルタント等、各種専門家が以下の業務を提供します。

実行プロセス全体イメージ

各社の中期経営計画を踏まえた現状分析から個々のエリア、営業店ごとに将来推計を行い、シミュレーションを提示します。

拠点不動産に関するリスク評価と戦略策定

シミュレーション結果に基づき、不動産専門家が営業

拠点の戦略オプションを提示します。

営業エリアの将来推計

データサイエンティストが人口動態等を基に営業エリア

の将来推計を行います。

拠点の将来収益シミュレーション

将来推計に基づき、様々なシナリオを用いた将来収

益シミュレーションを行います。

拠点の現状収支分析

将来推計に当たり、現状の各拠点の収支を分析し

ます。

Step1

現状収支分析

Step2

営業エリアの将来推計

Step3

将来収益シミュレーション

◼ 外部賃貸における賃料収入シ

ミュレーション

◼ 想定売却価格の分析等

Step4

拠点不動産に関する

リスク評価と戦略策定

◼ 前提条件の確認

（中期経営計画等）

◼ 拠点P/Lの分析・KPI（key 

performance indicator ）

把握（単価、来客数等）

◼ 拠点の目標達成状況の把握

◼ 各エリアの将来人口動態の把

握

◼ 人口動態を基にした拠点

KPIの将来推計

◼ 将来KPIに基づく拠点P/Lの把

握

◼ 将来収支を基にした戦略オプ

ションの判断基準の検討

◼ 建物の老朽化リスクや対策コ

ストの把握

◼ 拠点方針の素案作成

（現状維持・賃貸・売却）

◼ 実行に向けたロードマップ作成

と実行アドバイス等

A支店
売上高 50,000    

売上原価 25,000    

売上総利益 25,000    

販管費

人件費 4,000      

物流費用 2,500      

減価償却費 800         

不動産経費 800         

8,100      

営業利益 16,900    

現状の拠点別P/LをKPIごとに分解

昼来客数

夜間来客数

客単価売上高

来客数

大項目 中項目 小項目

売上原価

人件費

不動産経費

販管費

物流費用

減価償却費

拠点別損益計算書

エリア人口動態を基にした

シミュレーション

エリア人口動態の影響は小さいと仮定

⇒現状の水準を踏襲

エリア人口動態の影響は小さいと仮定

⇒現状の水準を踏襲

※別途拠点縮小等による影響を簡易シ

ミュレーションすることは可能

エリア人口動態を基にしたシミュレーショ

ン（例示）各年代別分析

・20XX年昼間人口●％増

→昼来客数も連動

・20XX年夜間人口●％減

→夜間来客数も連動

→トータルで●％増

売上高の変化に連動

拠点の現状収支分析のイメージ

会計の観点から、 P/L要素を将来推計が可能なレベルまで分解し、人口動態などの将来推計値がどの要素に影響を及ぼすかについて分析を実

施します。
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拠点売上の将来シミュレーション(将来人口動態に基づく)

実績 model_1 model_2

model_3 model_4 model_5
新東京ビル（デロイト トーマツ グループ新東京ビルオフィス）5km圏内

所得階層別マップ

出所：国勢調査データ等より技研商事インターナショナル

「マーケットアナライザー」で作成

将来シミュレーションイメージ

当該エリアにおける潜在ターゲット人口（属性、所得）と企業が保有する顧客分布の関係を明確にし、最適なエリアマーケティング戦略立案をアド

バイスします。

各エリアの将来人口動態の把握

各拠点の収支シミュレーションの検討例

現状分析を基に試算した収支シミュレーション、および賃貸を実施した場合の収支シミュレーション双方を試算し、貴社の意思決定の材料を提示し

ます。

【現状を所与とした収支状況】 【賃貸を想定した場合の収支状況】

8,350

1,656

合計　10,006　（登記上）

12600

18
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10700

内堀

外堀

◼ 工期

• 民間事業者ヒアリングによると、工期は建物用途によって異なるものの、 一般的に3年程度が必要と想定される。

◼ 施設構成の例 （敷地 2,800㎡）

• オフィス：6,400㎡ ・ 商業施設 ：5,000㎡ ・ 支店 ：4,000㎡

◼ 拠点と連携が期待できる施設例

（民間事業者へのヒアリングより）

• 地元企業などとタイアップした施設 ・ 公共性が高い施設（保育施設、子供向け施設など） ・ コンビニエンスストアなどの集客力がある施設

【施設構成の例】

拠点不動産戦略オプションのイメージ

不動産の最有効使用に基づき有効活用案を検討します。
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⇒ ＋の支店：立地条件以上に収益力が高い、±0の支店：立地条件に見合った収益力、▲の支店： 立地の優位性を生かしきれない

A支店 B支店
売上高 140,000  80,000    

売上原価 70,000    40,000    

販管費 40,000    25,000    

GOP（不動産経費控除前利益） 30,000    15,000    

GOP率 21% 19%

固定資産税 2,000      1,300      

保険料 400         200         

減価償却費 14,800    10,000    

想定賃料  -              -             

営業利益 12,800    3,500      

営業利益率 9% 4%

A支店 B支店
売上高 140,000  80,000    

売上原価 70,000    40,000    

販管費 40,000    25,000    

GOP（不動産経費控除前利益） 30,000    15,000    

GOP率 21% 19%

固定資産税  -              -             

保険料  -              -             

減価償却費  -              -             

想定賃料 25,000    10,000    

営業利益 5,000      5,000      

営業利益率 4% 6%
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デロイト トーマツ グループでのワンストップサービス

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や、その子会社であるデロイト トーマツ PRS株式会社との連携により、拠点統合等の戦略策

定からその実行までワンストップでのサービス提供も可能です。

営業エリアの現状収支分析

および将来推計

個別拠点収益

の成長性検討

拠点不動産に関する

リスク評価

拠点不動産戦略

の策定

拠点不動産戦略

の実行

長期的視点での営業エリア

の将来性に関する調査

◼ 拠点P/Lの分析・KPIの

把握

◼ 人口動態を基にした拠

点KPIの将来推計

不動産の減損リスクや建物

老朽化リスクの調査

◼ 不動産の減損リスク把握

のための時価評価

◼ 老朽化リスクの調査等

個別拠点収益の成長可能

性の検討

◼ 拠点別将来収益シミュ

レーション

個社の状況に応じた合理的

な拠点不動産戦略の策定

◼ 拠点統廃合等の全体計

画、拠点の将来像、不

動産の有効活用案 等

拠点不動産戦略の実行にお

ける実務対応

◼ 戦略実行に向けたマス

タープラン策定

◼ プロジェクトマネジメント

アナリティクスによる拠点不動産戦略アドバイザリー

（有限責任監査法人トーマツ）

CRE戦略の策定・実行

（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）

（デロイト トーマツ PRS株式会社）

拠点不動産戦略オプションのイメージ

不動産の最有効使用に基づき有効活用案を検討します。

※貴社および貴社の関係会社とデロイト トーマツ グループの関係において監査人としての

独立性が要求される場合、本サービス内容がご提供できない可能性があります 。

詳細はお問合せください。

有限責任監査法人トーマツ

リスクアドバイザリー事業本部

Mail ra_info@tohmatsu.co.jp

URL www.deloitte.com/jp/risk-advisory

【国内ネットワーク】 東京・大阪・名古屋・福岡
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