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「第二の創業」始まる 
～時代の追い風を捉え、 

時代と共に変化する会社～ 
 

売上規模で業界トップの実力をもつ PR会社。スポーツ関係者のブ

ランド力を高める肖像権ビジネスの先駆者でもあり、元サッカー選

手中田英寿氏のマネジメントでも知られる。PR では「たのしいさわぎ

を起こしたい」を基本コンセプトに、ニュースに取り上げられることで

広告するという斬新な手法を展開。各事業間での相乗効果が高

いという特徴も相俟って、売上は上場以来年率 10％超のペースで

拡大している。こういったメディアに仕掛けていく手法は既にある意

味でブランド化されており、後発企業の追随を許していない。 
 
直近は中期計画で「創造型 PR 商社」へのビジネスモデルの転換

を推進。従来型の受託ビジネスをさらに発展させ、自らビジネス

チャンスを創造・活用するスタイルの確立を急いでいる。「世界一

の朝食」と評価されるレストラン bills の成功はそのモデルケース。

PR という核は残しつつも、時代にこれらをきっかけに、同社は「第

二の創業期」を迎えつつある。 
 
今後の課題は、スポーツ、bills に続く第三の柱の開発などとなる。

次なる柱の開発には試行錯誤が不可避であり、相応の時間が必

要となろうが、同時にそれを実現するための資本政策や会社の仕

組みの再構築もまた求められると考える。同社が拡大成長していく

中で抱えるであろう属人的発想とマニュアル化のジレンマも、これら

商社化の進化が現実的な解決策となる可能性は大きい。 
 
当面の業績も好調継続を見込む。2011 年度は新規事業をテコに

過去最高の売上を達成。2012 年度は、先行投資に伴う一時費

用の消失も加わり、営業利益で過去最高を更新すると予想する。

2013 年度も、新規事業の伸長をテコに、増益基調継続となろう。

主たるリスク要因としては、①広告費用の抑制の加速、②bills にお

ける新規出店費用の予想外の増大、③SP・MD 事業における玩

具の OEM 契約の先行き、などを挙げる。 

  

 

 

 

 

2012 年 10 月 26 日現在 
  
主要市場 JASDAQ-G 

時価総額 1,424 百万円 

発行済株式数 857,600 

52 週レンジ（円） 700-2,490 

PER 6.59 

PBR 0.95 

ROE 16.20 

配当 30 

予想配当利回り 1.80 

純負債/株主資本倍率 117.80 
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会 社 概 要 
 

国内 PR 業界のトップカンパニー  株式会社サニーサイドアップは、スポーツ関係者のマネジメントや企業広報など

で定評を持つ PR 会社。PR 業界においては、売上高で国内トップの実力。国内

PR 会社の売上総額が 700 億円程度であることを考えれば（2009 年日本パブ

リックリレーションズ協会調べ）、同社は金額ベースでおよそ 10％のシェアを占め

ていることになる。しかも、これは業界でも屈指の成長ピッチで実現されたもの。

200 社程度の競合が犇めく中、上場した 2005 年度以降の平均売上高成長率

は実に 10％超（上場 PR 他社の同期間単純平均売上高成長率は 3％）。上場

以来 6 年で売上は 1.9 倍に急拡大しており、2011 年にはそれまでのトップ企業

である電通パブリック・リレーションズ（非上場）を抜き、売上トップとなった。本社

は東京都渋谷区。資本金は 4 億 3,072 万円。連結従業員数は 2011 年 6 月

末時点で 143 人。 

   

広告他社とは一線を画する「たの

しいさわぎをおこしたい」コンセプ

ト 

 発足は 1985 年。企業の PR 代行会社として 3 人でスタートしたが、3 人のうち 2

人は高校生という布陣の異色の創業であった。以来、同社は「怖いもの知らず、

常識知らず、まして業界のしきたりなんて知る由もない集団」（同社 HP より）なが

ら、「たのしいさわぎをおこしたい」を基本コンセプトに事業を展開。広告を作成し、

それをメディアに露出させるといった従来型の PR ではなく、「メディアがニュース

にしたくなるような」素材を打ち出すことで結果的に広告効果を得るといった斬新

な手法を採ることに成功。他の広告会社とは一線を画すアプローチで評価を確

固たるものにしてきた。また、この特徴あるメディアの使い方のノウハウは、ブラン

ディングの構築能力を高め、定評あるスポーツ選手のマネジメント業務にも活か

されている。一時はこういった手法に由来し、「ムーブメント製造業」を標榜してい

た。 

   

スポーツマネジメント業務を皮切

りに、実際の事業面でも PR 会社

の枠組みから抜け出す動き 

 

 サニーサイドアップの名前を一般に一躍浸透させたのは、まさにそのスポーツ選

手のマネジメント業務。元プロサッカー選手である中田英寿氏のマネジメントはあ

まりにも有名だが、これはその代表例と言ってよい。スポーツアスリートやスペシャ

リストの肖像権管理を基本とした「個人」のブランディング・マネジメントを展開し、

アスリート・スペシャリスト自身のブランドを向上させることで、PR 事業とのシナ

ジー(企業広告に抜擢することに伴う企業ブランド、個人ブランドのさらなる改善

など)を実現させている。また、「世界一の朝食」を謳う人気レストラン bills を手掛

けているのも同社。さらには、セールス・プロモーション機能の強化を狙い、ノベル

ティ(広告用記念品)製造拠点も取得。コンセプトや手法のみならず、実際の事

業においても、PR 会社という枠組みから発展的に抜け出す動きを加速させてい

る。 

   

「創造型 PR 商社」へのシフトで

「第二の創業期」へ 

 そして、2011 年、「創造型 PR 商社」への転換を明確に開始。PR は本来、受託

型のビジネスであるが、より能動的に自身で市場を創造する形態の事業にも重

点を置き始めた。それによってビジネスリスクはやや高まることになるが、成功す

ればリターンはより大きなものが期待できる。定評ある受託型ビジネスに加えて創

造型ビジネスが奔流となれば、同社は「第二の創業期」を迎えることになる。 
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安定株主比率は 70％超  同社の株主構成は、2012 年 6 月末現在で、社長の次原氏が 49.51％を保有

する筆頭株主の位置にある。次いで元サッカー選手の中田英寿氏が 6.1％で名

を連ねている。これに、新旧役員、代表血縁者、ベンチャーキャピタルを併せた

70％超が安定株主という構成にある。 

   

図表 1：会社概要 
  

1985 / 7 東京都中野区に PR 代行会社として発足 

1991 / 7 トライアスロン選手・宮塚英也氏とマネジメント契約を締結。マネジメント事業を開始 

1993 / 5 
 

日本プロサッカーリーグ発足に合わせ、プロサッカー選手に対するマネジメント業務を開始 
サッカー選手・前園真聖氏とマネジメント契約 

1998 / 1 サッカー選手・中田英寿氏とマネジメント契約 

1998 / 5 
 

中田英寿氏オフィシャルサイト nakata.net を開設 
サッカー選手・中田英寿氏の海外移籍をコーディネート 

1998 / 7 マネジメント部（現マネジメント本部）を設置 

2000 / 7 
 

エンタテインメント部（現企画開発本部）を設置し、コンテンツ開発事業を開始 
大黒摩季氏とマネジメント契約 

2003 / 6 日本初のプロ競泳選手として北島康介氏とマネジメント契約 

2005 / 4 貧困撲滅活動「ホワイトバンド・プロジェクト」を日本で展開 

2006 / 7 株式会社ワイズ・インテグレーションを完全子会社化し、セールス・プロモーション事業を開始 

2007 / 5 「東京ストリート陸上」を東京・丸の内で開催 

2008 / 9 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット・ヘラクレス（現 JASDAQ(グロース)）に株式を上場 

2008 / 3 豪州レストラン bills の国外初出店を鎌倉・七里ヶ浜にオープン 

2011 / 1 セールス・プロモーション用ノベルティ生産拠点 WIST International(香港)の株式を取得し、子会社化 

2011 / 8 中期経営計画「創造型 PR 商社への事業構造転換」を策定・発表 

2012 / 3 東アジアの著名人キャスティング、マーケッティング支援会社クムナムエンターテインメント設立 

2012 / 7 レストラン bills のハワイ法人を設立 
  

出所：会社資料 
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事 業 概 要 
 

５つの事業。3 つの定番事業に 2

つの新規参入事業 

 サニーサイドアップは、現在、形態別にコミュニケーション、スポーツ、開発、セー

ルス・プロモーション(SP)・マーチャンダイス（MD）、bills、の 5 つの事業を展開し

ている。このうち、コミュニケーション、スポーツ、開発、の 3 事業は長年同社が取

り組んできた定番分野であるのに対し、SP・MD 事業、bills 事業は比較的最近

に参入した「若い」分野という構成にある。 

   

売上の主力は、2006 年に買収し

たセールス・プロモーション事業。 

 売上面での主力は子会社ワイズインテグレーション(とその子会社である WIST 

INTERNATIONAL など)の手掛ける SP・MD 事業が担う。2006 年に買収したこ

の事業は、早くも全社売上の過半を稼ぎ出す構造となっている。SP・MD 事業

は、末端消費者に向けての購買誘引や接触拡大の現場プロモーションが中心

で、目を引く広告デザインの作成、ノベルティなどのセールスグッズ(販促製品)生

産、消費者キャンペーン事務、効果測定、などを手掛けている。グッズの生産と

いうメーカーとしての一面をサニーサイドアップにもたらせている部門でもある。 

   

次いで、定番のコミュニケーショ

ン事業。代名詞たるスポーツ事

業の売上比率は 2 割に満たない 

 これに次ぐのが、コミュニケーション事業。創業来、同社の根幹をなす PR 事業で

あり、全社売上の約 4 分の 1 を占めている。広告主（クライアント）から PR を受

託するビジネス形態となっており、（同社の手法は他社と異なるものの）一般の

PR 会社と競合する分野でもある。なお、同社の代名詞ともされるスポーツ事業

については、全社売上に占める割合は実は 2 割に満たない。一方、「レストラン

bills」を擁する bills 事業は、2008 年から始まった最も若い事業ながら、現在は

スポーツ事業と売上規模でほぼ肩を並べるところまで急成長を遂げている。な

お、アスリート以外のスペシャリストに関してのマネジメント、あるいはビジネスチャ

ンスを見つけ出してさまざまな仕掛けを試みる開発事業については、現在のとこ

ろ、売上貢献規模はかなり限定されている。これらはビジネスとして成功した事業

は独立して開発事業から離れてしまうため、どうしてもその事業規模は小さくなる

性格にある。 

   

  図表 2：事業別売上内訳(2011 年度実績) 

  

 

出所：会社取材よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング推定 
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ただし、利益面ではコミュニケー

ション事業を始めとする定番事業

の貢献度が大 

 ただし、利益の貢献度は前段の売上貢献度とはかなり様相が異なる。2011 年

度（2012 年 6 月期）実績において、最大の利益貢献をしているのはコミュニケー

ション事業。全社利益（全社費用控除前ベース）の実に 50％をたたき出してお

り、最重要事業との位置づけにある。一方、全社売上の過半を占める SP・MD

事業は、利益寄与では約 30％にとどまっており、次いで、スポーツ事業、bills 事

業と並ぶ。ポイントは、やはり歴史あるコミュニケーション事業、スポーツ事業と

いった定番分野が全社利益の 60％を稼ぐ構造となっていること。売上面ではや

や存在感が薄れてきているものの、利益面では依然として中核を担っている。こ

のことは、コミュニケーション事業、スポーツ事業が従来型受託ビジネスであるも

のの、同社ならではの手法・ノウハウを以って高い付加価値を確保できていること

を示唆している。同時に、製造業の一面を持つ SP・MD 事業、あるいは従来型

PR 会社の枠組みを越える位置づけにある bills 事業は、売上に勢いはあるもの

の、既存事業に匹敵するだけの（損益的）付加価値を確保する段階には未だ

至っていないという傾向がうかがえる。 

   

  図表 3：事業別営業利益内訳(2011 年度実績) 

  

 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 

   
  図表 4：セグメント別売上高と営業利益（2011 年度実績） 

  
 
百万円 売上高 構成比 営業利益 営業利益率 

コミュニケーション事業 2,180 21% 361 16.6% 

スポーツ事業 1,237 12% 78 6.3% 

開発事業 94 1% 11 12.8% 

SP・MD 事業 5,326 51％ 210 4.0％ 

bills 事業 1,534 15% 64 4.2% 

その他事業 3 0% -2 - 

消去・全社   -405  

合計 10,375 100% 320 3.1% 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 
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採算面では定番事業に分が

ある 
 2011 年度実績のセグメント別売上高と利益構成は上表の通り。営業利益率で

はコミュニケーション事業が他を圧倒していることが明らか。歴史の浅い SP・MD

事業や bills 事業は著しく躍進しているものの、利益率では先行事業の背中がま

だ遠い。概して、高採算の定番事業、急成長しているが採算はやや低めの「若

い」事業、が混在している構造にあると言える。以下、開示セグメント別に事業部

門を詳述する。 
   

ただし、利益面ではコミュニケー

ション事業を始めとする定番事業

の貢献度が大 

 なお、注意しなければならないのは、他のすべての事業の営業利益が全社費用

控除前ベースで開示されているのに対し、唯一、SP・MD 事業のみは全社費用

控除後の利益が開示されているということ。これは、元々SP・MD 事業が独立し

た事業会社であり、それがサニーサイドアップの中に組み込まれた経緯があるた

め。したがって、SP・MD 事業は他とはやや異なる基準での開示となっており、上

記の議論は「同一基準下での正確な」比較にはなっていないことに留意された

い。それでも、決算数字としてオーソライズされた開示資料はこれのみであること

から、以下もこの開示資料に則って議論を進めている。 

   

同一基準の比較では、「若い」事

業が利益貢献でも追い上げてい

ることが確認できる 

 ちなみに、会社側が参考として開示している資料によれば、SP・MD 事業におけ

る全社費用控除前の営業利益は、2011 年度（2012 年 6 月期）で 3.6 億円（開

示資料ベースでは 2.1 億円）。この数字を用いた「同一基準下による」全社営業

利益の事業別内訳では、SP・MD 事業の割合は 41％にまで拡大。コミュニケー

ション事業（同一基準では 42％）とも肩を並べる立ち位置となる。定番事業が利

益の過半を稼ぐという構図に変化はないものの、売上に勢いのある「若い」事業

の追い上げは利益面でも進んでいることが確認できるのである。 

   
●コミュニケーション事業   
全社利益の半分を稼ぎ出す定番

の根幹事業 

 創業来、同社の根幹をなす事業。広告主からの PR 受託を主体とするが、ブラ

ンドイメージの向上を図り、消費行動の促進（プロモーション）までを視野に入れた

コミュニケーションサービスを包括的に提供している。売上は全社の 20％程度な

がら、15％超という高い利益率をテコに営業利益（全社費用控除前ベース）は

全社利益のほぼ半分を稼ぎ出す。スポーツマネジメントの印象が強い同社なが

ら、実態はやはり PR 事業の会社であることがよくわかる。 

   

利益率や売上効率は競合他社を

凌ぐ水準 

 高い利益率は、同社ならではの手法・アプローチに対する付加価値が認識され

ている証左でもある。実際、上場 PR 他社の利益率を見ると、同期間で 7～

12％程度と（3 社平均は 9％）、サニーサイドアップの利益率が際立っていること

がわかる。一人当たり売上高を見ても、同社が 4,800 万円程度なの対し、他社

は 1,500～2,000 万円の水準にとどまる。これは従来型の PR に加え、プロモー

ションや様々なデザイニングまで少人数で賄っているため。このことは営業効率

の高さを明らかに示唆しており、強烈な同社の個性が事業の効率性を高めてい

るものと推定される。 
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  図表 5：コミュニケーション事業利益率の競合他社比較（2011 年度実績） 

  
 
百万円 期間 売上高 営業利益 営業利益率 

サニーサイドアップ 2011/7-2012/6 2,180 361 16.6% 

(全社費用按分基準)* 2011/7-2012/6  68 3.1% 

共同ピーアール 2011/7-2012/6 4,464 234 5.2% 

プラップジャパン 2011/6-2012/5 4,178 402 9.6% 

ベクトル 2011/3-2012/2 3,816 493 12.9% 

競合他社平均  4,153 376 9.1％ 

*全社費用はサニーサイドアップ単体で手掛けるコミュニケーション、スポーツ、開発、その他の事

業に関して売上高に応じて按分（SP・MD、bills の営業利益は運営会社の本社費用を負担済） 

注：各社会計年度が異なるため、サニーサイドアップの決算期と最も合致する期間における４四半

期合計を採用している。 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 

   
  図表 6：コミュニケーション事業一人当たり売上比較（2011 年度実績） 

  
 
百万円 会計年度 売上高 期末人員 一人当たり売上高 

サニーサイドアップ 2012/6 2,180 45 48.4 

(全社人員按分基準)* 2012/6  73 29.9 

共同ピーアール 2011/12 4,328 291 14.9 

プラップジャパン 2011/8 4,063 257 15.8 

ベクトル 2012/2 3,816 188 20.3 

競合他社平均  4,069 245 16.6 

*全社人員はサニーサイドアップ単体で手掛けるコミュニケーション、スポーツ、開発、その他の事

業に関して売上高に応じて按分 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 

   
  なお、この見方には当然反論も予想される。上場他社は全社損益を比較の対

象としているのに対し、サニーサイドアップに対しては本社費用を除いたベースで

の比較しているためである。確かに、本社費用（の一部）をコミュニケーション事

業に負担させたベースで比較すると、利益率は競合他社並みか、前提次第で

は他社よりも見劣りする結果を導くことができる。本社費用を考慮して同じ基準で

考えれば、他社と一線を画すほどの付加価値は確認できない、との見方も確か

にできるのである。しかし、①全本社人員をコミュニケーション事業に組み入れて

考えても、一人当たり売上高は他社を依然として圧倒的に凌ぐ、②コミュニケー

ション事業の売上規模は他社に比べて 3～5 割程度であり、その分、どうしても他

社よりも規模のメリットが本社費用については効き難い、ことを考えれば、一概に

前段の比較を否定することもできまい。特に、一人当たり売上高の優位性は明ら

かである以上、同社の持つ付加価値の効果は十分うかがえると判断する。 

   

メディアが自ら報道したくなるよう

なコンテンツを作成し、「ニュー

ス」としてアピールする独自の手

法 

 高い付加価値の源泉となっているのが、一般的な広告 PR とかなり様相を異に

する同社の独自のアプローチ。通常、PR は広告コンテンツや TV コマーシャルな

どに乗せて消費者にアピールする方法が採られるが、同社の場合はメディアが

自ら報道したくなるようなコンテンツを作成し、「ニュース」としてアピールする手法

を採る。TV コマーシャルなどは繰り返し放送されることで消費者の意識に訴える
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が、同社のアプローチはニュースとして一気に報道させ、それによって認識させる

ことを目指すという点が従来のものとは全く異なっている。消費者にニュースとし

て届けることのメリットは、①報道というフィルターを通すことで、広告主体からの

意図的な直接のメッセージとは受け止められず、より客観点で信頼性に足る情

報として認識されやすい、②短期間ながらも集中的に多くのメディアが一斉に報

じるため、一種のメディア占拠状態となり、結果的に散発的な PR よりも聞き手に

印象付けることができる、③消費者に強いインパクトを与えることで、対象商品・

企業のイメージなどを構築させやすくなり、ブランディングにも効力を発揮する、な

どである。 

   

図表 7：「ニュース」となった主なＰＲ実績 
  

1993 プロ野球球団日本ハム 観客動員増加企画「キッスでドームが入場無料」 

1997 ショートショート実行委員会「ショートショートフィルムフェスティバル」 

2001 ユニリーバジャパン 「ユニリーバ」 

2002 日韓共催サッカーワールドカップ 「nakata.net cafe」 

2003 東ハト プロサッカー選手中田英寿氏を執行役員ＣＢＯ(チーフブランディングオフィサー)に起用 

2004 東ハト 「暴君ハバネロ」 

2005 キッズシティジャパン 「キッザニア東京」 

2006 三菱地所 「丸の内朝大学」 

2007 日本郵政 「カーボンオフセット年賀」 

2008 レストラン 「bills」 

2009 日本コカコーラ 「コカ・コーラゼロ」 

2010 東京ガールズコレクション 

2012 / 5 東京スカイツリーにてレンタルサイクルカフェをオープン 

2012 / 8 ファミリーマート「初音ミク 5th Anniversary ミク LOVES ファミマ♪キャンペーン」 
  

出所：会社資料、報道資料 

   

同社が手掛けることへの期待が

実際に注目度を引上げ、ニュー

スとしての価値を高め、それがさ

らに注目を集めるといった好循環

がリスクを抑制 

 一方、リスクとしては、①ニュースとして報道されなければ（あるいはニュースの扱

いが小さければ）、効果は極めて限定的となる、②そもそも、報道されるかどうか

の決定権はサニーサイドアップの手中にはなく、メディアの判断に委ねられてい

る、③発想・企画などに独創力が必要なために、また粗製濫造の印象となること

を避けるためにも、ビジネスの受託許容量に、ひいては売上成長余地に限界が

ある、などが考えられる。①と②のリスクを回避するには、如何にメディアが「発信

したくなるような」ニュースを作ることができるか、が重要となる。この点に関して、

同社は 1985 年の創業以来、こういった手法のノウハウは蓄積されており、その実

績では既に他社の追随を許さない。むしろ同社が手掛けることで「ニュース性が

あるかもしれない」といった期待が実際に注目度を引き上げ、ニュースとしての価

値を高め、それがさらに注目を集めるといった好循環もある。これらが他社と競
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合しない（他社が競合できない）「独自性」に繋がっており、高い付加価値を維持

確保する構造を形成している。 

   

ただし、規模の拡大余地には限

界 

 これに対し、③のリスクの抑制・解消は難しい。実際、同社のコミュニケーション事

業の売上規模は、上場競合他社と比較しても小さいのが現実である。これを克

服するには、独創力を持った人材を追加投入するか、他社と競合する従来型

PR にも積極的に対応して売上拡大を狙うか、しかない。しかし、ニュースとして

報じられる（あるいはニュースに費やす消費者の）時間の総量には限度がある以

上、サニーサイドアップが「おもしろい」ことを連発すればするほど、そのニュース

同士で時間を取り合う共食い現象を引き起こす危険性がある。消費者に「また

か」と思われてしまう可能性もあろう。また、従来型 PR で売上増を狙うのも、これ

まで同社が培った「付加価値」を希薄化させる戦略となりかねない。他社の追随

を許さない特徴的ビジネスであるが故に、この領域においては成長余力が決して

潤沢ではないというのが現実なのだと言える。後段でも触れるが、同社が「PR 会

社」の枠組みから抜け出そうとする戦略の背景には、この現実への直視がある。 

   

契約クライアント(広告主)はおよ

そ 170 社 

 なお、現在、コミュニケーション事業で契約しているクライアント(広告主)はおよそ

170 社。そのうち、PR を一定期間フルにサポートするリテナー契約がおよそ

20％、プロジェクト毎に PR を行うスポット契約がおよそ 80％である。スポットの割

合が高い印象はあるが、これはその都度その都度、同社によって話題性を高め

てほしいと考える広告主が多いことの証左でもあると言えよう。 

   

  もちろん、スポットの多さはむしろ業績の安定性に欠ける、とも見立てることができ

る。しかし、全体として広告主は、経費削減圧力が増大する中、メリハリがあり、

効果の捕捉しやすいスポットに契約の主体をシフトさせつつあるのも事実（そし

て、それは単発でも効果的かつ独創的な PR に定評ある同社にはむしろ好まし

い展開でもある）。同時に、リテナー契約といってよい内容でもスポットとして契約

するケースも増加基調にあり、同社のスポット契約の中でもリテナー的色彩の強

いものは少なくないと推察される。ただし、これは競合他社も同じ。競争条件に差

がない以上、付加価値の格差が売上効率に反映されているのだと考えるのが自

然であろう。同時に、広告主の発注姿勢の変化を勘案すれば、スポット契約のウ

エイトの高さも見掛けほど継続性にリスクを抱えたものではないと思われる。 

   

時系列では利益水準の漸減基調

が懸念材料 

 なお、時系列でみると、①2010 年以降、売上が拡大基調に変化している、②し

かし、直近の営業利益額および利益率は低下傾向にある、といった傾向が浮か

び上がる。売上の拡大は、直近は単なる PR のみならず、セールス・プロモーショ

ンや Web 開発までも手掛けるようになったため。前段で指摘した売上拡大余地

の乏しさは、まずはこういった形での解消・克服を急いでいる。むしろ、ここで懸念

すべきは利益の漸減基調であろう。特色ある PR 手法を武器に同社の受注効率

は高い水準を維持しているものの、それでも広告主からの価格引き下げ圧力は

強く、結果として徐々に儲け難くなってきている様子がうかがえる。これらは単な

る短期的な現象とは想定し難く、同社の屋台骨を支える事業であっても、そう

いった観点からは決して盤石という事業環境には既にない。 
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  図表 8：コミュニケーション事業収益時系列推移 

  

 

注：セグメント変更により、2010 年 4-6 月期以前は PR 事業（現在のコミュニケーション事業か

ら一部コンテンツ開発を除いたもの）。したがって、現事業との連続性は厳密にはない。 

出所：会社資料 

   
●スポーツ事業   

同社の「顔」だが、業績面での直

接的貢献は限定的 

 スポーツアスリートのマネジメントなどを手掛け、同社の名前を広く世に浸透させ

るきっかけとなった事業。ただし、全社売上に占める割合は 15％程度であり、利

益面での寄与も 10％強と、業績面での直接的な貢献は大きくない。むしろ、同

社の「顔」というソフト面で会社に大きく貢献しているという部門である。 

   

「人」のブランディングで先行。

PR ビジネスともシナジー関係に

ある 

 ここでは、コミュニケーション(PR)事業で培ったブランディングのノウハウをアスリー

トという「人」に適用。単なるマネジメントに留まらず、ブランディング（肖像権価値

の拡大）まで手掛けることで、この分野における位置付けを確固たるものにした。

これまでもスポーツ選手がマネジメントを求めて芸能プロダクションに所属する例

はあったが、ブランディングまで昇華できている例はほとんど見られない。当然な

がら、「人」のブランド価値を向上させることで、PR ビジネスとのシナジー(企業広

告に抜擢することによる企業ブランドのさらなる改善など)も期待できる。そうなれ

ば、両事業（＋広告主、アスリート自身）がメリットを得ることができる好循環が生

まれることにもなる。概してこの事業は、従来型の PR には当てはまらない同社な

らではのアプローチの起点とも言える立ち位置にあり、コミュニケーション事業とス

ポーツ事業は別のビジネスながら、相互補完的な位置付けとなっている。 

   

元サッカー選手中田英寿氏をは

じめ、錚々たる面々をマネジメン

ト 

 きっかけは、1991 年のトライアスロン選手宮塚英也氏との契約。以来、着々と実

績を積み重ね、現在は 16 人のアスリートとマネジメント契約を、5 人 1 チームとは

アライアンス契約を結んでいる。主なアスリートは、ゴルフの上田桃子氏、陸上の

為末大氏、ウエイクボードの手塚翔太氏、アテネ五輪体操金メダリストの米田功

氏など。中でも、元プロサッカー選手中田英寿氏のマネジメントを担当しているこ

とはあまりにも有名である。また、フィギアスケートの村主章枝氏は、同社とマネジ

メント契約をしている一方、同社のスポーツマーケッティング事業部社員でもあ
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る。なお、かつて契約をしていたアスリートでは、水泳の北島康介氏、テニスの杉

山愛氏、ウインドサーフィンの故飯島夏樹氏、ゴルフの福島晃子氏、サッカーの

大黒将志氏、など錚々たる面々が名を連ねている。 

   

一種の「成功報酬」体系で、アス

リートとは運命共同体の立ち位置

を採るが・・・ 

 この事業の具体的な内容は、契約関連のエージェント(代理人)選定契約業務に

加え、肖像権管理、メディア露出(取材などにおけるメディアトレーニング、CF/TV 

出演、出版など)のコーディネート、など。ただし、契約相手であるアスリートからの

直接的なマネジメント収入はわずかで、CF（コマーシャルフィルム）/TV/出版物へ

の出演料や肖像権使用料が発生した場合に、そこからマネジメント料を受け取る

という仕組みとなっている。言わば、一種の「成功報酬」体系であり、アスリートに

対しサニーサイドアップは運命共同体としての立ち位置を採る。 

   

・・・その分、付加価値の割に利

益率はそこまで高くはない 

 このことは、それだけの商品価値を持つであろう「ダイヤの原石」を発掘してマネ

ジメントすることが非常に重要であることを示している。既にブランド力を持ってい

る「ダイヤモンド」は改めてブランディングを行う必要がない一方、将来的に商品

価値を期待できなければ、同社としても成功報酬が期待できないからである。こ

のダイヤの原石を発掘するには、相当の実績と目利き能力とノウハウが必要であ

り（そもそもアスリートがブランディングを依頼するインセンティブがこれに相当す

る）、ブランディングの成果を得るにはある程度の時間を要することも覚悟しなけ

ればならない。その分ビジネスとしてのリスクは増すことになるため、付加価値は

高く見えるにもかかわらず、この事業の利益率（全社費用負担前ベースで 2011

年度実績 6％）が決して目を見張るものでない状況にある。 

   

  強力な競合企業がなかなか浮上してこないのも、こういった参入障壁が高いこと

がその背景にある。同社としてもこの事業で大きく儲けるよりも、アスリートからの

信頼を獲得し、ブランディングを通してアスリートの社会的価値を最大化させるこ

とができれば、コミュニケーション事業での展開など自然にビジネスチャンスは出

てくるもの、と割り切っているフシがある。 

   

ここでも業績面では伸び悩み  ただし、そもそも世界的に活躍できるアスリートの層が日本では決して厚くなく、ま

たそのブランド力を認知する市場も国内に限定されている、という現実もある。実

際、こういった構造的要因も相まって、次頁に示す通り、この事業の収益は他部

門に比べて伸び悩みの傾向が見て取れる。もちろん、この事業の持つ「同社の

顔」としての効果や、コミュニケーション事業とのシナジー効果を考えれば、その

貢献度はもっと大きいと考えてよい。しかし、成長余力への先行き懸念は重要な

課題であり、延いては「同社の顔」が色褪せてしまうリスクに直結する可能性もあ

る。同社はスポーツ事業がうまく機能している今のうちから、さらなる成長を求め

てブランド力を活かしたイベントなどを契約外のアスリートにもキャスティングして

能動的にブランド向上にむけての提案を始めている。 

   

  さらには、そういった「アスリートのマネジメント」ビジネスにこだわらず、スポーツそ

のものの振興ビジネスにも着手。国内スポーツイベントの広報・プロモーション、世

界的なスポーツイベントの国内誘致、プロ野球球団の広報、大学生向けのス
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ポーツ教育プログラムの提供などは既に展開を始めており、これまでの枠を超え

た動きを見せ始めている。これらの成果が見えるのにはまだ時間はかかろうが、こ

の事業は明らかに「アスリート・マネジメント」から「スポーツ・プロモーション」へとそ

の軸足を動かしつつ姿勢が垣間見えよう。 

   

  図表 9：スポーツ事業業績時系列推移(2004～2011 年度) 

  

 

注：セグメント変更により、2010 年 4-6 月期以前はマネジメント事業（現在のスポーツ事業に開発

事業を加えたもの）。したがって、現事業との連続性は厳密にはない。 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング推定 

   
●開発事業   

ビジネスチャンスに対応する仕

掛けを担う事業。スペシャリスト

のマネジメント業務が主体だが・・ 

 さまざまなビジネスチャンスに対応する仕掛けを担う事業。仕掛けが中心であり、

成功すると独立した事業となってしまうために、どうしても規模としては小粒なもの

となる性格を持つ。実際、後述するレストラン bills はこの事業から生まれたもの

であり、そういった意味で「新規事業開発のための『器』」といった位置づけにある

と言える。基本的には、前段のスポーツ事業と同様のビジネスを展開。ただし、

対象はアスリートではなく、様々な分野で活躍するスペシャリストとしている。スペ

シャリストのマネジメントは当然ながら、そこから発展波及するビジネスも取り込ん

でいける「器」として設定されている。 

   

・・消費者訴求の舵取りはアス

リートよりも難しく、むしろ新規事

業の器として機能 

 現在契約下にあるスペシャリストは 9 人で、棋士、ネイルアーティスト、シンガー、

美食アドバイザー、サウンドデザイナーなど多種多彩な分野でのトップランナーが

連なる。1991 年に始まったアスリートのマネジメントの発展形として、2000 年より

その対象をスペシャリストに広げたのがその経緯である。しかし、こちらの一般消

費者への訴求力はアスリートほど実は強くない。誰にもわかりやすいスポーツとは

異なり、スペシャリストがカバーする領域は原則的にその分野に興味を持つ人に

限られており、したがって発信力もその範囲に絞られてしまうためである。また、ス

ペシャリストは既にメディアなどに自ら露出している例も多く、敢えて他者によるブ

ランディングを必要としていないケースもある。「成功報酬型」のマネジメント・ビジ

ネスに留まっている限りでは、スポーツアスリート以上に舵取りが難しいと推定さ
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れるのである。むしろ、スペシャリストとの連携を加え、bills のように新たなビジネ

スチャンスを捉えていくための器としての機能が、ここでのより重要な役割となっ

ている。 

   

その分、利益率は高いがマネジメ

ントに留まっている限り、潜在成

長余地は大きくない 

 その結果、スポーツ部門と比較すると、高い利益率を確保できている一方、業

績伸び悩みの傾向はより鮮明となっている（開発段階である以上、それは当然で

もあるが）。スポーツ事業と同様、コミュニケーション事業とのシナジー効果による

貢献度はもっと大きいと考えてよいが、スペシャリストのマネジメント業務に留まる

限り、潜在成長力への懸念はスポーツ事業以上に深刻でもある。スペシャリスト

の活躍領域が国内の特定分野に偏りがちであるために、契約しているスペシャリ

ストの数も、アスリートとの契約数ほどにはなかなか伸びてもこない。スポーツ事

業と同様、契約外でキャスティングなどの可能性を模索していると思われるもの

の、切り札とはなっていないのが実情である。 

   

より重要なミッションとして、既成

概念を越えたより長期的なビジ

ネスの創造を担う 

 ただし、この事業でより重要なのは、そしてもっとも期待されているのは、スペシャ

リストのマネジメント業務による短期的な収益よりも、既成概念を越えたより長期

的なビジネスの創造にある。これらは試行錯誤の連続の中で花開くもの。それま

でこの事業は、どうしても「伸び悩み」といった状態を余儀なくされることになろう

が、次なる成長を求めての器という観点では、非常に重要な使命を帯びていると

いえよう。 

   

  図表 9：開発事業業績時系列推移(2004～2011 年度) 

  

 

注：セグメント変更により、2010 年 4-6 月期以前はマネジメント事業として現在のスポーツ事業

と合算されて売上計上されていた。 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング推定 

   
●ＳＰ・ＭＤ事業   

同社で売上最大の事業であ

り・・・ 

 SP・MD 事業は、売上規模にして同社最大であり、2006 年に買収した子会社ワ

イズインテグレーションがその運営を担う。消費者向けの購買誘引や現場プロ

モーションが中心に、広告デザインの作成、ノベルティなどの販促製品生産、

キャンペーン事務・効果測定、などを手掛ける。2011 年には香港の SP 企画及

び販促物の設計・製造・組立を統括する WIST INTERNATIONAL を買収
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（60％持分を取得）。同年にその製造プロセスを担う WIST PLASTIC TOYS を

中国大陸に新設し、やはり販促製品の生産や玩具の OEM 生産（相手先ブラン

ドによる生産）を展開している。グッズの生産というメーカーに類する機能をサ

ニーサイドアップにもたらせている部門でもある。 

   

・・・派手ではないが、手堅い事業  この事業は、前段の「ニュースを作る」PR 事業がよりマス（一般大衆）を視野に

入れていることと比べ、より局地的なサービスを行うという点でその位置付けが異

なる。派手ではないが、その分むしろ手堅い事業分野であると言えよう。ただし、

PR から SP までを一貫に手掛けることで、広告主に対してはワンストップ・サービ

スの提供が可能となる。特に、膨大な量の情報が行き交う中、消費者の価値観

や嗜好がより多様化する中において、マスを対象とした（一律的な）PR は徐々に

困難さを増してくる公算が大きい。むしろ局地戦でも、着実に消費者の反応や嗜

好を捉え、PR の効果を高めていくことは、顧客にとっても同社自身にとっても非

常に重要なファンクションになると考えられる。 

   

消費者嗜好の多様性と収益安定

化に寄与 

 当然、それは同社の事業ポートフォリオにもバランスを与え、同社自身の収益構

造を安定させることにも寄与する。ワイズインテグレーションの買収による SP・MD

事業への参入は、消費者嗜好の多様性への対応と同社の収益構造安定化と

いった課題への一つの回答を担うものであったと位置づける。 

   

利益率は低いが、ノベルティなど

の内製化で改善急ぐ 

 特徴的なのは利益率。売上規模が大きい分、絶対額における損益の貢献度は

大きいが、営業利益率は 4％（2011 年度実績）と全事業分野の中で最も低い

（前段で触れたとおり、同一基準となる全社費用控除前ベースに引き直すと

6.7％。それでもコミュニケーション事業などには及ばない）。コミュニケーション事

業やスポーツ事業が大掛かりな仕掛けで付加価値を高めるのに対し、SP では

小規模かつ手間のかかる現場プロモーションが主体となるのがその主たる要因

である。そのため、2011 年にはノベルティ(広告用記念品)の製造を手掛ける

WIST INTERNATIONAL(香港)を子会社化。2012 年には WIST PLASTIC 

TOYS（中国）も設立し、ノベルティの生産機能を自社内に取り込むことで利益

率の改善を急いでいる。WIST 社の生産技術は既に定評を得ており、日本の玩

具メーカーの OEM でも実績がある。PR 会社にとって製造拠点を抱え込むこと

はリスクでもあるが、それも経営陣は認識済。固定資産や人員などの取得は最

小限にとどめたうえで（実際、有形固定資産は上場以来 4 億円しか増えていな

い）、OEM 契約により一定の稼働率は確保できる仕組みを整えている。さらに、

成長が目される中国市場における SP 事業展開の橋頭保としても機能できる、と

いった将来への布石といった思惑も、この中国拠点設立には透けて見えよう。 

   

ここでもコミュニケーション事業と

のシナジーが大きい 

 なお、この事業も基本的にはクライアントからの受託となる。ただし、2006 年以前

は大手広告代理店(東急エージェンシーなど)の下請け的なビジネスが主体で

あったものの、サニーサイドアップによる買収後はコミュニケーション（PR）事業か

らの派生的ビジネスが増加。着実にそのシナジー効果が発現しつつある。ちなみ

に、2011 年度には SP・MD 事業売上の 8 割程度が大手代理店からの受注で

あったのに対し、残りは直接受注やサニーサイドアップの他事業（コミュニケーショ
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ン事業など）からの発注であった模様。同社の特色とも言える構造だが、各事業

はそれぞれ密接に関連しており、事業部別の決算数字には表れない他事業へ

の貢献度が実は大きいという好例と位置づけられる。 

   

売上は成長トレンド  時系列で売上動向をみると、生産拠点の拡充やより効果的な SP を求める広告

主の需要もあり、概して売上水準は徐々に切り上がってきていることがわかる。製

造業の宿命として、売上が伸び悩む（つまり操業度が低下する）局面では利益

率の低下を強いられてはいるが、これは社内事業間の相乗効果などで売上水

準の切り上げが進めば、そのマイナス影響も減殺できるはず。今後は中国での生

産能力を武器に、OEM 契約の増加や SP・MD 需要の取り込みを加速させてい

く方針。それが売上に繋がってくれば、利益率はかなり安定したものになってくる

と予想される。 

   

  図表 10：SP・MD 事業業績時系列推移(2003～2011 年度) 

  

 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング推定 

   
利益率や売上効率は競合他社を

凌ぐ水準 

 ちなみに、SP・MD を専業としている上場競合他社と同事業を比較した結果は

下表の通り。専業各社は売上で同社のおよそ 2 倍程度の規模にあり、営業利益

率でも同社はやや後塵を拝する状況にある。この主因としてまず考えられるの

は、競合他社に比べてサニーサイドアップ（正確には、子会社のワイズインテグ

レーション）が後発組であること。専業他社は同社よりも 10 年以上も先行してお

り、それだけ海外展開や顧客の囲い込みという点では有利な状況を享受できた

環境にあった。しかし、サニーサイドアップも参入から 15 年を経て、この差は徐々

に縮小。中国拠点の寄与もあり、四半期ベースで売上推移をみれば、2007 年

以降、最も高い伸びを示している。まだライバル社に追いつくところには至ってい

ないが、専業会社との規模格差は着実に縮まってきており、その背中は既に見

え始めてきた状況にある。 
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  図表 11：SP・MD 事業利益率の競合他社比較（2011 年度実績） 

  
 
百万円 創業 売上高 営業利益 営業利益率 

サニーサイドアップ* 1998 年 5,326 210 4.0% 

レッグス 1988 年 9,936 434 4.4% 

TOW 1976 年 14,033 1,112 7.9% 

CDG 1974 年 9,966 667 6.7% 

競合他社平均  11,312 738 6.5％ 

*サニーサイドアップ SP・MD 事業の操業は運営主体であるワイズインテグレーションの操業。 

注：各社会計年度が異なるため、サニーサイドアップの決算期と最も合致する期間における４四半

期の合計を採用している。 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 

   
  図表 12：SP・MD 事業売上高の競合他社比較(2007～2011 年度) 

  

 

2007 年 4-6 月期の売上高を１とした指標ベース。2007 年以前のサニーサイドアップの SP・MD

事業売上げは、半期、もしくは通期の実績を四半期で按分したもの。 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング推定 

   
  同様に、先行他社はそれだけ規模のメリットを享受できていたとも言える。サニー

サイドアップとの営業利益率格差は、この「規模の経済」の差に起因している公

算は大きいと推定されよう。このことは、将来的にサニーサイドアップも規模の経

済を活用すれば、採算を他社並みにまで改善させることは十分可能であることを

示唆している。現時点でいきなりそれらをフルに期待するのには無理があるが、

少なくとも先行企業にできて同社にできない理由はない。潜在的な採算改善余

地が大きいこともこの事業の特徴なのである。 
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●bills 事業   

世界一の朝食 

 

 話題の「世界一の朝食」を提供するレストラン bills を擁する部門。シドニーに本

拠を持つ bills は、新鮮な素材を活かした「オーガニックスクランブルエッグ」が

ニューヨークタイムズ紙で「世界一の卵料理」と評されたこともある有名店。bills

にとって初の海外展開となる日本出店を、サニーサイドアップがバックアップする

形でスタートしたのがこの事業である。2008 年、鎌倉・七里ヶ浜に第一号店を

オープン。現在は東京の 2 店舗（お台場、表参道）・神奈川 2 店舗（七里ヶ浜、

横浜・赤レンガ倉庫）、計 4 店舗を抱えている。レストランの運営は 51％出資の

子会社「フライパン」が担当。サニーサイドアップ自身に飲食業経営のノウハウが

なかったため、49％はその経験を持つ企業（トランジットジェネラルオフィス）が出

資する形となっている。なお、独立した事業部門として確立したのは 2010 年度

から。それまでは開発事業に計上されていた。 

   

参入わずか 5 年で全社売上の

13％を占めるまで急成長 

 ただし、売上の成長ピッチは圧倒的。2008 年の参入以来、わずか 5 年で全社

売上のおよそ 13％を占めるところにまでの成長を遂げている。2012 年度は、新

規にオープンした表参道店（第 4 号店）が通期で寄与することから、さらに全社

売上への貢献度は上昇する見込みである。一方、利益面での貢献はまだ限定

的。全社営業利益に対しては既に 10％超のウエイトを持つが、49%は少数株主

持ち分となるため、当期利益ベースでの寄与はおよそその半分にとどまる。一時

費用とは云え、2010～2011 年度は新店舗開設費用が損益の重石となったとい

う要因もある。損益を中心に見ると、話題性が先行している点において、同社の

スポーツ事業と同様の立ち位置にあるといえよう。これは時系列で見てもその傾

向は明らかである。 

   

  図表 13：bills 事業業績時系列推移(2003～2011 年度) 

  

 

注：セグメント変更により、2010 年 4-6 月期以前は営業利益の開示なし。 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング推定 
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店舗拡大効果のみならず、１店

舗当たりの売上も増加 

 興味深いのは、レストラン bills の好調さ。各店舗別の売上推移を見ると、どの店

舗も好不調などの波はほとんどなく、ほぼフル稼働状態の売上を確保し続けてい

ることがわかる。スタート当初は目新しさもあって売上が高水準となるレストランの

例は多々あるが、時間が経つにしたがい、往々にして売上水準にはある程度の

調整が入るもの。しかし、bills は開業後 4 年を経ても人気は衰えず、現在におい

ても行列を成す店舗が存在している。しかも、1 店舗当たりの売上は増加基調に

さえある。これは規模の大きい後発店舗が加わったため。店舗規模の拡大や店

舗数の増加は、希少性が減じるというマイナス面を伴うが、現在はむしろ利便性

の向上といったプラス面で消費者に受け入れられていると言える。また、新規店

舗の開設が既存店舗の再注目にも繋がっており、その結果、既存店の好調が息

の長いものになっている寄与も大きい。bills の人気は少なくとも現時点ではホン

モノと言ってよく、ブームの域を越えて一つのブランドにまで昇華されつつある。 

   
  図表 14：レストラン bills の店舗別売上高推移(2003～2011 年度) 

  

 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング推定 

   

  図表 15：レストラン bills の 1 店舗当たり売上高推移(2003～2011 年度) 

  

 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング推定 
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  図表 16：レストラン bills の風景（表参道店） 

 

出所：サニーサイドアップ 

   

周到な出店計画が bills のブラン

ドを構築 

 このブランド力の強さは、「世界一の朝食」といった商品そのものの魅力もさること

ながら、周到に計画された出店戦略に基づくものでもあると考えられる。具体的

には、それほど人通りは激しくなく、訪問するにも自動車などを用いなければやや

不便という鎌倉・七里ヶ浜を最初の出店地に選び、「知る人ぞ知る」という位置

づけとした後、次いで横浜、お台場、表参道へと順に出店。徐々に都心へと移

動させ、今度は地下鉄などを使えば比較的訪問しやすい場所を選択してきたと

いう展開にある。「鎌倉まで行かなくとも、ここで味わえる」という位置づけとなるた

め、当初の「知る人ぞ知る」というイメージを維持したままで、多店舗展開を図る

ことができている。 

   

  この効果は、この流れの逆を想像すれば理解しやすい。最初から表参道に出店

していれば、話題性は十分でブームもいきなり巻き起こせた可能性は高い。しか

し、立地的には利便性も人通りの量も話題性もそこがピークとなるため、多店舗

展開するにしたがって、徐々に希少性は薄れてしまう。時として、都心から外れ

た店舗は都心店の「格落ち」のような位置づけとなってしまいがちである。結果と

して、多店舗展開でブームを早々に沈静化させてしまう例は実に多いのが現実

である。かといって多店舗展開がなければ、ブームは維持できるかもしれないが、

売上の成長余地は限定され、ビジネスとしての広がりは欠くことになる。徐々に立

地のステイタスを引き上げ、同時に自動車で訪問する消費者から地下鉄で訪問

する消費者へのシフトという出店戦略は、開業から 4 年を経過しても人気が衰え

ない状況を見れば、非常に有効に機能していることが証明されていると言ってよ

いだろう。 

   

  もちろん、いきなり都心に出店して、その後の多店舗展開にもかかわらずブランド

を維持している例もたくさんある。しかし、それらは客単価の非常に高い商品を取

り扱うケースが多く（その高級感でもって希少性の希薄化を相殺させている）、

「朝食」ではどうしてもその戦略を採ることに限界があると考える。印象は派手に
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見えるが、レストラン運営のノウハウを確保するためにレストラン運営子会社には

他社の出資も受け入れる手堅さを持つ同社は、より堅実な、しかしよく練られた

出店戦略を採ったものと推察できる。 

   

5 号店は米州に  その当然の帰結として、経営陣は現在、国内第 5 号店の開設に対しては慎重な

姿勢を明らかにしている。表参道に匹敵、もしくは上回る立地は国内にはそう簡

単には見つからず、しかし安易な立地を選択してしまうことは bills ブランドを失速

させかねないためである。むしろ、経営陣は海外出店の可能性を選択。既に運

営子会社を米州ハワイに子会社を設立させており、2012 年度内をメドに米州１

号店を、将来的には複数店舗をオープンさせたいとしている。 

   

   

 



 

 

CORPORATE RESEARCH サニーサイドアップサニーサイドアップサニーサイドアップサニーサイドアップ〔〔〔〔2180〕〕〕〕 

2012 年 10 月 31 日 

22 × N.G.I.CONSULTING 

財 務 状 況 
 

自己資本比率は 31％。決して高

くはないが、特に問題が生じる水

準でもない 

 同社の 2012 年 6 月末時点の自己資本比率は 30.9％。純資産残高が 15.0

億円に対し、有利子負債残高は 8.5 億円となっている。一般的に見て、この自

己資本比率は決して高い水準にはない。しかし、多額の初期投資を必要としな

い事業構造にあることを考えれば、特に問題視されるような水準でもない。今後

の事業計画を見ても、バランスシートに影響を与えるほど大規模な投資は必要

なく、財務面で喫緊の課題を抱える状況にはないと判断できる。時系列で見て

も、上場直前には一時 20％程度まで低下した局面があったものの、直近 5 年は

概ね 30～45％で推移。変化の幅はそれでもやや大きいとは言えるが、極端に悪

化することはなくなっている。手堅い財務運営にあると言えよう。なお、上場直前

の財務悪化局面は、売上の急拡大によって売上債権（支払債務）が一気に膨

らんだことに起因するもの。この構造は今も続いているが（後段で詳述）、舵取り

がうまくなされていることで、財務の極端な悪化を回避できている。 

   

  図表 17：自己資本比率の半期推移(2004 年 3 月～2012 年 3 月) 

  

 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 

   

急成長に伴ってキャッシュフロー

はタイトな状況が継続するが、手

堅い財務手腕で制御 

 手堅い手腕はキャッシュフローを見ればより鮮明である。確認できるのは上場後

の 2006 年度以降のみながら、同社の営業キャッシュフローは基本的にマイナス

（キャッシュ持出し）基調にある。これは、売上拡大に伴う売上債権の増加が

キャッシュをどうしても圧迫してしまうため。そもそも売上増加が資金繰りのタイト

化をもたらすのはあらゆる産業・業界で散見される現象であり、一種の「成長痛」

とも言えるものである。同社もその例に洩れず、そして売上拡大が急であるが故

に、その成長痛は恒常的な状態となっている（売上債権の回収が進んだ 2010

年度のみは営業キャッシュフローが大幅な黒字となり、資金繰りはかなり余裕の

あるものとなった）。さらに、成長に併せて投資も必要となってくることから、投資

キャッシュフローでも、キャッシュ持出し基調が避けられない。つまり、フリーキャッ

シュフローは恒常的に赤字状態にあるのが現実である。 
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  図表 18：キャッシュフローの推移(2004 年 3 月～2012 年 3 月) 

  

 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 

   

  この「成長は著しいが、資金繰りはどんどんタイトになっていく」という「成長痛」状

態に対応するには、借入などにより資金を調達し、手元資金を潤沢にしておく必

要がある。実際、財務キャッシュフローは借入などによりプラス（キャッシュイン）を

概ね持続しており、成長痛を負債の増加（+純資産の拡大）でカバーする構造に

あることが見て取れる。このことは、うまく制御しなければ、財務は一気に悪化し

てしまいかねない構造にあるとも言える。企業として資金繰りの確保は最優先事

項だが、手堅く売上債権を回収していかないと資金繰りはまさに綱渡りとなってし

まう。万全を期するためには必要以上の資金まで調達しておかねばならず、それ

が過ぎれば過剰な資金調達すら招きかねない可能性がある。当然、それらは余

計な金利負担を産むだけでなく、結果としてバランスシートを実態以上に膨らま

せ、経営効率性を低下させたうえに財務体質も脆弱にさせてしまうリスクを招く。

前段の通り、自己資本比率を 30～45％のレンジ内に維持させているというの

は、同社が資金調達に対して積極的に関与し、意識的に制御しているため。手

堅い手腕と評するのは、まさにそういった理由に基づくものである。 

   

その結果、負債残高の変動は大

きい 

 なお、その制御の結果として、有利子負債残高はかなり大きく変動している。有

利子負債残高から保有現預金を差し引いたネットの負債（純有利子負債）は、

2012 年 6 月末で 10 億円(現預金を除く総資産に占める割合は 22％)。わずか

1 年前には 2 億円程度とほぼ無借金とも言える状態であった。また、そのさらに 1

年前は 13 億円（同 36％）であったことなどと比較すると、その変化が如何に劇

的であったかがわかろう。換言すれば、それだけ資産の効率性維持に積極的に

関与している経営姿勢が透けて見えることになる。 
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  図表 19：純有利子負債の四半期推移(2004 年 3 月～2012 年 3 月) 

  

 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 

   

ｂｉｌｌｓの躍進が「成長痛」の緩和を

もたらし・・・ 

 一方、前述のような手元資金の機動的な管理は当然として、経営としてはそもそ

も「成長痛」を如何に抑制するかが課題となるはず。興味深いのは、こちらにも進

捗が見られる点。端的には、売上からキャッシュの回収までに要する期間を示す

売上債権回転期間は、2009 年まではおよそ 2.5～3 か月程度を要していたが、

2011 年以降はそれが 1.5 カ月程度にまで短縮されている。この分、資金には余

裕を持たせることができるため、成長痛は緩和されることになる。これは後段で触

れるレストラン bills など、資金回収の足が速い事業が伸びてきているため。個々

の事業で目立った売上回収期間の短縮が図られている様子はないが（商慣習

の変更に繋がるため、現実に期間の変更は非常に難しいと推定される）、売上

構成の変化がサイト（回収期間）の短縮に寄与したと考えられるのである。 

   

・・・資産回転率を向上させている  実際に、bills 事業が全社売上に占める割合は、サイト短期化の始まる直前の

2008～2009 年度が 5％程度であったと推定されるのに対し、2011 年度実績で

はおよそ 13％を占めるに至っている。同社は「PR 商社」として自ら市場を創り出

す「創造型ビジネス」への注力を鮮明にしているが、これは単にビジネスの領域を

広げるだけでなく、こういった財務面でも好影響を与える結果となっていると判断

できよう。資産の効率性を占めす総資産回転率を見ても、2011 年以降は、それ

以前よりも水準の引き上げが実現されていることが確認できる。 
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  図表 20：債権債務回転期間の四半期推移(2004 年 3 月～2012 年 3 月) 

  

 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 

   

  図表 21：総資産回転率の四半期推移(2004 年 3 月～2012 年 3 月) 

  

 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 

   

業界では高ＲＯＥを確保。ただ

し、前を走る企業もある 

 ちなみに、競合する上場他社と財務状況を比較した結果は下表の通り。競合他

社の自己資本比率はいずれも 50％を越えており、これと比べれば 30％の同社

の財務基盤は相対的に見劣りする立ち位置にあると言える。ただし、このことは

資本コストの安い他人資本を同社は軸にしているということでもある。したがって

「株主の投資額に対してどれだけ効率的に利益を得ているか」を示す自己資本

利益率（ROE）では、むしろ同社は 16％と高水準を確保。この点では逆に競合

企業よりも相対優位の立場にある。他方、PR 会社ではベクトルの ROE32％、

SP 会社では CDG の ROE18％、といったサニーサイドアップを上回る ROE を

誇る会社もあるが、これはベクトルの場合、規模のメリットの期待できる Web サー

ビスなどに特色を持つためであり、CDG では物流・在庫管理や入出金管理まで

も手掛けていることに拠るもの。事業モデルがやや異なることから単純比較には

無理があろう。それでも、同じ PR、SP を標榜する競合相手であることは確か。

今後は、中期計画「創造型 PR 商社」への構造転換でどこまで追い上げることが

できるのか、が問われることになる。 
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  図表 22：上場競合他社との財務比較（2011 年度実績） 

  
 

百万円 決算期間 自己資本比率 ROE 

サニーサイドアップ 2011/7-2012/6 31％ 15.6% 
    

共同ピーアール 2011/1-2011/12 52％ 5.3% 

プラップジャパン 2010/9-2011/8 65％ 7.6% 

ベクトル 2011/3-2011/2 57％ 31.9% 
    

ＣＤＧ 2011/4-2012/3 58％ 18.1％ 

レッグス 2011/1-2011/12 68％ 12.3％ 

ＴＯＷ 2011/7-2012/6 56％ 11.5％ 

競合他社平均  59％ 14.5％ 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 
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KEYWORDS 1 ： bills 事業 
 

サニーサイドアップの『第二の創

業』は bills で始まる 

 今や、スポーツマネジメントに次いで同社の顔とも言える事業に急成長したレスト

ラン bills。前段では事業セグメントとして収益を中心に詳述したが、ここではその

事業展開や戦略上の位置づけについて再度まとめてみる。bills は、PR 会社とし

て発展してきた同社に新たなビジネスの視点をもたらしたきっかけとなった事業。

やや気が早いが、何年か後には「サニーサイドアップの『第二の創業』は bills から

始まった」と位置づけられる公算は大きいとさえ予想している。主たるポイントは、

①能動的 PR への挑戦、②業績低迷後、回復の足がかりとしての位置づけ、③

操業度ビジネスの開始、の 3 点である。 

   

グレンジャー氏とのスペシャリス

トマネジメント契約が発端。レスト

ラン出店ありき、ではなく、その後

の人気が出店を後押しした形 

 

 レストラン bills のスタートは 2008 年。既に「世界一の朝食をつくる男」として欧米

で評価されていたビル・グレンジャー氏とマネジメント契約を締結し、豪州外で初

となる店舗を日本にオープンさせたのがその経緯である。当初、グレンジャー氏と

の契約は、開発事業（当時はマネジメント事業）におけるスペシャリストとの一般

的なマネジメント契約に過ぎなく、この段階ではまだレストランの出店構想はそれ

ほど具体的ではなかったフシがある。同様に、まだ日本では全くの無名であった

グレンジャー氏自身も、日本での出店をどれだけ真剣に考えていたかは不明で

ある。しかし、何度か「ニュースになる」PR を続けたことで徐々に人気が上昇。七

里ヶ浜という「ビーチライフ」と世界一の朝食という「セレブライフ」の融合という形

でよりニュース性を高め、満を持してレストランを開設することとなった。 

   

レストラン出店は能動的なＰＲ  注目されるのは、このレストラン出店の経緯がこれまでの PR 事業と全く性格を異

にする点。もちろん、業態は飲食業と広告業で端から全く異なるのだが、より重要

なのは、「予めクライアントから指定されたものに関して話題を作っていく」という

PR 事業とは異なり、「話題を作っていけると自ら判断したものに関してクライアン

トに働きかけてビジネスにする」という PR となっていること。通常の PR はクライア

ントからの依頼がない限りビジネスは始まらないが、この場合は「こう PR すればモ

ノになる」と考えたアイデアをクライアントに持ちかけてビジネスを始めたという点が

異なる、と言い換えてもよい。より端的には、受動的な PR から能動的な PR への

シフトとも位置づけられよう。bills の場合は、氏のブランディングまでが受動的な

PR に相当するのに対し、人気上昇を背景にレストラン出店を氏にアプローチした

以降の展開が能動的な PR に相当している。当然ながら、能動的な PR を手掛

ける PR 会社はほとんどなく、そういった意味でサニーサイドアップはかなり従来の

枠組みを越えたアプローチに挑戦したことになる。 

   

以後、中期経営計画のモデルパ

ターンに 

 前述の通り、この挑戦はこれまでのところ、極めて順調に成功している。4 店舗を

数えたレストラン bills は、現在月商が 2 億円程度。年間では 20 億円を越える

ペースにあり、この調子では早晩、老舗のコミュニケーション事業を抜いて社内

第 2 の売上規模に到達する可能性が大きい。もちろん、利益面での寄与はまだ

そういった定番事業には及ばないものの、トップライン（売上）の伸長が経営に与

える影響はそれ以上のものがある。これによって、同社自身も能動的な PR でも

うまくハンドルすれば「実際にモノになる」という手応えを感じた公算が大きい。 
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  また、bills の成功により、波及効果も広がっている。飲食業への敷居が低下した

のを受けて、東京スカイツリー足元の東京ソラマチでは、世界的自転車メーカー

であるスコットと協業してのレンタルサイクルカフェ（ブースターカフェ）を既にス

タート（分類はコミュニケーション事業）。また、飲食業の成功を起点として、それ

らを網羅する商業施設全体の PR の受注、さらには、他の飲食店からの協業要

請なども増えてきていることを経営陣は明らかにしている。同時に、bills でもその

ブランド力をさらに引き上げるために、bills ブランドのノベルティの販売にも事業分

野を広げる計画もある。後述するが、能動的なビジネスの創造から、様々な分野

への相乗効果の追求というこの流れは、中期経営計画における同社の「モデル

パターン」となりつつある。 

   

2008～2009 年度の業績低迷後

の復活の起点にもなる 

 この bills の成功は、その直前に大幅な業績悪化を余儀なくされた同社が自信を

取り戻すきっかけにもなったと位置づけられる。2008 年度下期より、サニーサイド

アップは半期ベースで上場以来初の経常赤字に転落。2009 年度には公表され

ているデータ（2002 年度以降）では初となる通期での赤字を強いられ、その責任

を負う意味で一時は役員報酬の減額まで余儀なくなされた。当時は、2008 年

の北京オリンピックが終わり、五輪関連特需が剥落した状況となっていたところに

リーマンショック（同年秋）が発生。これに伴う景気の低迷、さらには広告需要の

後退、広告単価の下落も影響し、逆風は比較的長期間吹くこととなった。

「ニュース」を作る手法に特色を持つ同社ではあるが、予算縮小の流れの中でそ

ういった「派手」な広告手法の需要は特に後退。顔であったスポーツ事業も、

「売れる」アスリートの数に限界も見え始めた頃でもあった。その結果、そういった

売上の伸び悩みで、それ以前から蓄積していた高コスト構造も一気に露呈。まさ

にこれまで溜まっていた様々な歪みが浮き彫りとなったタイミングに当たる。これ

を受けて、2010 年度からは「全社構造改革」と銘打つ抜本的なコスト削減策を

実施。併せて、従来型の受動的 PR から何らかの脱却を模索する必要性に迫ら

れたのである。 

   
  図表 23：経常利益の時系列推移(1999～2011 年度) 
  

 

2005 年度以前は単独決算 

出所：取材よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング推定 
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  bills はそういった最も厳しい業績局面においてスタートしたビジネス。勝算があっ

たろうとはいえ、当時は新規事業の立ち上げが急がれていた一方、採算の見極

めも厳しかったはず。経験の全くない領域への参入は相当に慎重になされたと推

定される。前段でも触れたが、出店計画しかり、運営子会社にノウハウを持つ企

業の出資受入れしかり、である。その結果としての成功は、同社の業績回復に大

きな弾みをつけたといえよう。 

   

操業度ビジネスへの参入といっ

た位置づけも重要 

 そして、「操業度」ビジネスへの参入という意味でも bills は注目できる。そもそも、

PR 事業は感性やネットワークに依存する属人的職人的色彩の濃いビジネス。

操業度という発想はあまりなく、代替が効き難いことから付加価値も高いという印

象が強い。これに対し、レストランや 2010 年に買収した WIST などは設備（店

舗）を持ち、その操業はマニュアル化が可能であるもの。その分、付加価値は当

然下がることになるが、操業度次第では付加価値分を大きく上回る利益貢献が

期待できる。実際、同業他社を見ると、Web などのプラットフォームを活用してい

る企業はその高い操業度を武器に高い利益率を確保しているケースも見られ

る。属人的ビジネスが主体であった同社だが、こういった操業度ビジネスを加える

ことで、利益水準の一段の上昇余地が生まれたうえ、ビジネスリスクの分散も図

られることになった。 

   

ある程度の売上が見込めるよう

になり、資金余裕度が増すメリッ

ト 

 操業度ビジネスが加わることのメリットは、そういった利益拡大余地の確保やリス

ク分散にとどまらず、（軌道に乗れば）ある程度の売上規模は高い確度で予測が

効くようになる、という点も看過できない。これは資金余裕度が増す、ということに

も直結し、財務分析の項でも触れたが、bills の寄与により資産効率の改善にも

繋がっている（この場合は、bills が現金商売である点が大きい）。これは、やはり

その直前の業績悪化を受けて、ビジネス構造の変化を模索していた同社にとっ

ても、非常に意味のある「進化」になったと位置づけられよう。もちろん、これらは

操業度が下がってしまうと大きな負担になるという諸刃の剣ではあるが、経営陣

もそのリスクはよく理解しており、WIST では玩具メーカーの OEM により最低限の

操業度を維持できるよう設定している。bills に関しても新規出店には相当に慎

重なスタンスにあることは前段で言及した通りである。 
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KEYWORDS 2 ： 中期経営計画 
 

事業構造の転換に着手  2011 年 8 月、同社は中期経営計画「創造型ＰＲ商社への事業構造転換」を発

表。PR を軸としたコミュニケーションとそれにシナジーを持つ新規事業開発をテ

コに創造型ビジネスへの傾斜を進め、目指すべき姿として、全社利益の 50％を

創造型ビジネスで稼ぎ出し、かつ全社営業利益率は 10％を目指す、との目標を

掲げた。また、そのマイルストーンとして、2013 年度には全社売上で 100 億円、

全社営業利益率 5.5％、利益額の 30％は創造型ビジネスで稼ぎ出す、との目

標を設定した。ここでいう創造型ビジネスとは、開発事業（現時点でまだ存在しな

いような新規事業もここに当面は分類される予定）と bills 事業を指し、セグメント

情報として公開されている利益に全社費用の負担を配賦した「本社費用負担考

慮後の営業利益」を経営目標の基準に用いている。 

   

新ビジネスモデルで過去最高益

の更新を目指す 

 なお、2013 年度の目標営業利益率 5.5％というのは、上場後の最高営業利益

を叩き出した 2007 年度を越えるという水準（2007 年度営業利益は 3.6 億円、

利益率は 5.4％）。ビジネスモデルの転換を主軸に置いた経営計画ではあるが、

転換して業績面で過去を凌駕するという結果にこだわった目標設定となってい

る。実際、過去最高益となった 2007 年度は、スーパースターアスリートの肖像権

ビジネスが非常にうまく機能し、同社の名前の浸透度が一気に広がった時期に

重なる。今回、そういったスーパースターに頼らない新たなビジネスモデルで利

益のピーク更新を実現できれば、名実ともにサニーサイドアップは「第二の創業」

期が始まると位置づけられよう。 

   

  図表 24：中期計画主要指標の時系列推移(2002～2011 年度) 
  

 

注：2005 年度以前は単独ベースの経常利益。2012 年度以降は会社見通し 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング推定 
   

  ただし、この計画の売上目標は 2011 年度で早くもクリア（実績は 104 億円）。営

業利益率も、2012 年度の想定到達目標（3.4％）にほぼ到達してしまった（実績

は 3.1％）。現在は計画をローリング修正し、2013 年度の利益率目標は据え置

いたものの、全社売上目標は 115 億円に引き上げている。また、利益の 30％は

創造型ビジネスからとの目標は、創造型ビジネスの相乗効果が受託案件にも広
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がりを見せ始め、「創造型」と「受託型」の線引きが難しくなったことなどから、ロー

リング以降、計画目標からは取り除かれている。 

   
  図表 25：中期経営計画（ローリング修正後）の数値目標 

  
 

（百万円） 2013 年度 
以降の目標 

2013 年度 
目標(修正後) 

2011 年度 
実績 

2011/ 
2013 比較 

売上高  11,500 10,374 +10.9% 

営業利益率 10％ 5.5% 3.1% +2.4pt 

（営業利益）  630 319 +311 
創造型ビジネスの

営業利益シェア 50％ 30% 8% +22pt 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 

   
  図表 23：中期計画主要指標の時系列推移(2002～2011 年度) 

  

 

創造型ビジネス＝開発事業とｂｉｌｌｓ事業。営業利益はいずれも本社費用負担後のもの 

出所：取材よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング推定 

   

コンセプトは「創造型ビジネス」に

よって「商社化」を図ること 

 中期計画のコンセプトは、端的に言えば、「創造型ビジネス」によって「商社化」を

図るというもの。同社のいう商社化とは、①自らアセットを抱え込まなくとも、需要

があるところに、それに応じたサービスもしくは財を供給する仲介を手掛け、②か

つ、将来性を見込んだ分野へは直接出資するという投資家としての役割も果た

す、ことを目している。このコンセプトは、まさに bills の成功（「世界一の朝食」で高

まった人気に応えてのレストラン出店であり、運営会社にも出資）に触発されたも

のである公算が大きい。同時に、従来型（受託型）ビジネスからの転換を模索し

ていた同社にとって、能動的（創造型）な仕掛けがうまく機能するということを確

認できたことで、一気に経営の舵を切っていくきっかけにもなったと位置づけられ

よう。 

   

  特に、能動的シフトにより、その起点となるアセット（技術、人物、事業など、特に

限定されない）を持たなくても、ビジネスにつなげることを可能とした意味は大き

い。例えばスポーツ事業では、これまで同社とマネジメント契約にあるアスリートの

ブランディングが中心であったが、今後は契約外のアスリートでも適切な需要が

あると判断すれば単発でブランディング、プロモーティングを手掛けていくことにな
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る。サニーサイドアップからすれば、売り込む素材が（契約外の範囲まで）無限に

広がることに繋がり、それに伴ってビジネスチャンスも一気に拡大することになる。

自前のコンテンツに拘らず、その時々で最も有効なコンテンツに対して創造的に

かつ遊撃的にアプローチすることが可能となれば、コンテンツ不足の懸念はかな

り緩和できる。これはその他のコミュニケーション事業などでも同様の効果は期待

できるはず。これは「適切な需要があると判断できる財やサービスを広く遍く探し

出し、同時に適切な広告主・クライアントを見つけ出して提案していく」ことであり、

まさに商社のような仲介機能を負うことに相当している。 

   

海外進出にも舵  これに併せ、同社は海外進出にも積極的に舵を切っている。2010 年以降、

WIST INTERNATIONAL の買収（香港）、中国工場の設立（WIST PLASTIC 

TOY）、bills の米州進出、さらには、韓国において内外の著名人をキャスティン

グするマーケッティング支援会社（クムナムエンターテインメント）の設立など、矢

継ぎ早に展開。こういった発想は国内完結型の受託型ビジネスに浸かっていると

なかなかできない。創造型への転換は、メンタリティの部分では既にかなり進んで

いると位置づけられよう。 

   

創造型へのシフトには、提案する

ビジネスを顧客に納得させること

が不可避であるために・・・ 

 ただし、創造型への転換は言うほど簡単なシフトではない。第一に、それだけの

広い視野を持って様々な財やサービスを見つめる必要があり、第二に、それに

見合った広告主・クライアントを見つけ出すだけの広い顧客ネットワークも不可欠

であり、第三に、そして最も需要なことに、「PR 会社が適切だと判断した素材の

活用」という提案を資金の出し手である広告主・クライアントに納得させなければ

ならない、ためである。この三番目の条件をクリアするには、最終的に「このＰＲ会

社が言う提案ならまず大丈夫だろう」と言ってもらえるだけの実績と信頼が欠か

せない。その点、サニーサイドアップは消費者の話題に上る「たのしいさわき」をこ

れまで何度も自ら企画して起こしてきた経緯があり、クライアントはその実績を重

要な判断材料に加えることができる。もちろん、同社の提案すべてがということは

できないが、この経営シフトにおいては明らかに他社との差別化が図られるものと

思われる。 

   

・・・ある程度のリスクを自社で許

容する必要も 

 同時に、ある程度のリスクを抱え込むことを覚悟する必要もある。当然ながら、受

託ビジネスのみでは、利益率の大幅な改善は非常に難しい。独創的な手法を誇

る同社でも、現実問題として、受託型ビジネスの利益率は漸減基調を余儀なくさ

れているのが実情である。利益率の大幅な改善を図るためには、リスクを許容し

たうえでより高い採算の見込まれる事業に注力していかなければなるまい。当

然、自らビジネスチャンスを創造していく過程においては、顧客への説得力を持

たせるためにも、自身でもリスクを共有するだけの真剣さを見せなければならない

ということも十分予想されよう。その分、ビジネスはこれまでのローリスク・ローリ

ターン型から、徐々にリスク許容型への色合いを加えていくと考える。ただし、手

堅い運営手腕で鳴らす同社であるため、そのリスクは相当に厳選され、かつ負う

リスクも分散・抑制が相当に図られる公算は極めて大きい。前段の財務分析でも

示したが、企業の財務を左右するような大規模なリスクを負うことはここでは想定

していない。 
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中期計画達成には、営業利益の

倍増が必要 

 なお、2013 年度の営業利益率目標は 5.5％、実額にして約 6 億円。現状のお

よそ倍となる水準を狙うことになる。ただし、2011 年度には、bills の新規出店費

用などの一時的費用が計上されており（推定 1 億円程度）、実力ベースの営業

利益は 4 億円程度であったものと推定している（その場合の営業利益率は 4%

程度）。したがって、実質的にはあと 2 億円ほどの利益上乗せが目標達成には

必要ということになる。もちろん、新規の先行費用は随時発生するため（それがな

ければ、潜在成長余力をすり潰してしまうリスクがある）、2013 年度も同規模の

先行費用発生を想定すればやはり 3 億円程度の利益上乗せを想定すべきとの

見方もあろう。しかし、ここではあくまで数字目標達成の可否に焦点を絞って議

論を進めることとしたい。会社が業績目標を公開している以上、実力としてその

達成が可能なのかどうかの判断こそが重要と考えるためである。現実には前述

の通り、新たな先行費用の発生などが利益を圧迫する可能性はあるものの、現

時点では明らかにされている費用のみを予想に織り込むこととする。 

   

ｂills の貢献で売上目標の達成は

ほぼ視野に入る 

 かなりの確度で業績拡大が期待できるのは、やはり bills 事業。お台場店（3 号

店）、表参道店（4 号店）は通年で売上が寄与するうえ、2012 年度中に出店さ

れる予定のハワイ店も通期で売上に貢献しよう。ハワイ店はお台場店程度の規

模となる見通し（経営陣のコメント）であること、リゾート地であること、を考えてほぼ

同程度の売上規模を想定。既存店ではほぼ現状の売上規模を継続するという

前提で試算すれば、2013 年度には売上高で 30 億円程度が見込まれよう。

2011 年度比 15 億円の増収となり、実はこれだけで中期経営計画の売上目標

には到達することになる。営業利益率には直近で新規出店費用負担などがな

かった 2011 年度第 3 四半期の実績（8.1％）をそのまま適応すると、bills 事業

全体で 2.4 億円程度の営業利益が、増収分だけでも 1.2 億円の営業増益が期

待できることになる。これで計画達成に必要な増益額の半分強は賄える見通し

がたつ。 

   

  図表 26：bills 事業の売上想定 

  
 

（百万円） 座席数 一日平均顧客数 顧客回転数 年間想定 
売上高 

七里ヶ浜 80 500 6.3 400 

赤レンガ倉庫 120 800 6.7 600 

お台場 220 900 4.1 650 

表参道 120 1,000 8.3 700 

ハワイ 220 900 4.1 650 

合計 760 4,700 6.2 3,000 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング推定 

   
既存事業の採算改善が計画達

成の分水嶺だが・・・ 

 とすれば、残りの 1 億円弱が増益を確保できるかどうか、が計画達成の分水嶺と

なる。既に売上目標は bills 効果により達成が視野に入っているため、後は全社

の利益率をその分だけ引き上げればよい、ということとなろう。しかし、①定番の受

託事業では広告主からの価格引き下げ圧力が非常に強いのに加え、②設備集
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約的な事業構造にないため、合理化効果の発現余地も大きくはない、③販管

費も 2009 年度に大幅に削減しており、これ以上の圧縮も期待し難い、というのが

実態でもある。唯一、SP・MD 事業は（先行他社と比較する限り）まだ採算改善

余地は大きいと考えられるものの、それでも今後 1～2 年でいきなり急改善すると

の予想は立て難い。これらを勘案すれば、利益率の引き上げのハードルは決して

低くないと予想される。 

   

   一方、売上の拡大によって、1 億円弱の利益上乗せを図るという方法もある。こ

の場合では利益率が計画未達となってしまうものの、少なくとも利益の絶対額と

いう点では目標達成が期待できる。経費削減など内向きの努力ではなく、売上

確保という外向きのアプローチとなるため、士気の面でも弾みがつくという点は重

要であろう。ちなみに、それだけの利益を確保するためには、利益率から逆算す

れば、SP・MD 事業で 20 億円、コミュニケーション事業ならば 7 億円程度、売上

の上乗せを図ることが計算上の必要条件となる。ただし、これも現在の売上規模

からすれば決して容易なレベルではない（2011 年度実績でコミュニケーション事

業の売上は 22 億円、SP・MD 事業の売上は 53 億円）。内向きと外向きという

方向性の違いはあるが、先のコストダウンや採算の向上と同様に、カギはそれだ

けの売上拡大を如何に実現するか、にかかることになる。 

   

 ・・・売上拡大などの効果も加わっ

て、実額ベースでの利益目標は

達成と予想 

 それでも、この方法には追い風が吹き始めていることも確か。前段でも既に触れ

たが、①bills をきっかけとして飲食店や商業施設既の PR の要請が既に増加し

始めている、②bills ではブランドを活かしたノベルティの販売にも着手が予定され

ている、③スポーツ事業でも、大規模イベントの誘致 PR やマネジメント契約にな

いアスリートも適切と思えば PR に抜擢するキャスティング・ビジネスが軌道に乗り

始めている、など、売上増に向けてのビジネスチャンスは着実に増えてきているた

めである。そういった観点からすれば、利益率引き上げよりも実現へのハードルは

高くないと考えられる。 

 

当然、現実には、利益率引き上げへの自助努力と、これらの追い風を受けた売

上拡大への取り組みは両方同時に行われるはず。どちらかのみの効果では高い

ハードルであっても、両方が機能することでそのハードルは下がってくることとなろ

う。その結果として、営業利益の実額 6 億円という中期計画は達成が十分可能

と予想する。そして、6 億円の営業利益を実力値として確保したうえで、如何に

5.5％という利益率に近づけることができるか、という点で中期計画は真価が問わ

れることになると位置づける。 

   

 リスクは先行費用負担の発生  なお、この見通しは先行費用負担が 2013 年度には発生しない、との前提に基

づいたもの。bills のさらなる新規出店などがあれば（当然、それらは将来の収益

拡大要因となろうが）、決算上の損益にはそれらの先行費用が重石となる可能

性がある。例えば、ここでは bills の米ハワイ州 1 号店の出店費用までを前提に

織り込んだが、仮に 2 号店などの開設ともなれば、その出店費用分は現見通し

の引下げ要因として影響することになる。実際、経営陣はハワイにおいても複数

店の出店を想定していることを明らかにしており、そのタイミング如何によっては、
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2013 年度の損益に影響が出てくる可能性は否めまい。そうなれば、実力ベース

はさておき、決算における中期計画達成のハードルは上がることになることを理

解しておいておかれたい。 
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KEYWORDS 3 ： らせん構造の相乗効果 

 

各事業間でかなり濃密な相関関

係を形成 

 

 同社を理解するうえで、この「相乗効果」の存在は実は最も重要である。通常、

企業は需要別、製品別などを基準に事業部門を設定しており、それぞれ部門間

で相互協力や共同展開を行いつつも、主体はほぼ独立して独自にビジネスの拡

大に注力している。前述の通り、同社もそういった事業部門でビジネスが区分け

されており、そういった点では多くの企業と構造的に大差はない。しかし、同社の

場合、その実態は部門間でかなり濃密な相関関係が形成できており、そのた

め、一つの事業の好調が別事業の需要拡大をもたらし、それがまた別の事業に

も波及するという相乗効果を生み出しやすい構造となっている。これは、決算書

などからでは見えてこない、同社の極めて重要な特徴であると位置づけられる。 

   

相互依存で泣く、相互補完。これ

により下方硬直性の高い構造を

形成 

 この相関関係は「相互補完」と言ってよいもの。典型的な例としては、企業の PR

（コミュニケーション事業）に、スポーツ事業でマネジメント契約をしているアスリー

トをイメージキャラクターとして抜擢するようなケースが挙げられる。そもそも、企

業もアスリートも、個別にそれぞれ様々な選択肢を持っており、互いに別のキャラ

クター、企業をキャスティングしても問題はない。それで各々の事業は本来成立

するためである。しかし、企業が是非使いたいと思うようなブランド力あるアスリー

トをサニーサイドアップがマネジメントしていれば、企業とアスリート双方がお互いの

イメージアップに貢献する「共演」が実現できる。企業・アスリート双方のメリットは

当然ながら、これによりサニーサイドアップ自身も PR 事業とスポーツ事業の双方

でメリットを享受できることになる。しかも、これは決して「相互依存」ではないた

め、仮にどちらかの事業が不振となった場合でも、負の連鎖が広がることは考え

難い（その場合は、マッチすると思われる別のキャラクターや企業を改めて探して

来ればよい）。うまくハマった場合は「相互補完による相乗効果の爆発」が期待で

きる一方、うまくハマらない場合でも「別のマッチング候補」を広く探せばよいので

ある。ビジネス上、業績面では下方硬直性の高い相関構造にあると言える。 

   

創造型ビジネスへの転換で潜在

的な相乗効果への期待はさらに

高まる 

 中期計画で創造型ビジネスに軸足を移す中、この相関構造はさらに複雑さを増

しており、結果として「相乗効果による潜在爆発力」はさらに大きなものが期待で

きるようになってきている。以前はまだ、PR（コミュニケーション）事業とスポーツ

事業の相乗効果が主体であったが、現在はそれがさらに多岐の事業にまで拡散

している。前述のとおり、スペシャリストのマネジメント契約がレストラン bills に、さら

には bills におけるノベルティ販売までの発展、などといった流れがその好例として

挙げられよう。決算における事業セグメントはそれぞれ異なるものの（それぞれ開

発事業、bills 事業、SP・MD 事業）、連鎖反応的にビジネスチャンスが拡大する

構造を強固なものにしている。bills の成功をきっかけにした商業施設の大規模

PR 受注もその一例に挙げてよいかもしれない（事業セグメントはコミュニケーショ

ン事業）。こういった相乗効果の連鎖こそが、同社が狙う「商社化」の一端であ

り、商社化実現の原動力となる。同時に、サニーサイドアップという会社は、ビジ

ネスを事業セグメント別の縦割りで見ていてはその本当の潜在能力が決してうか

がえないということが明確に示されていると言えよう。 
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経営展開と今後の課題 
 

斬新な手法を支えてきたのは、

経営陣の時代の流れを見る目と

果敢な実行力 

 そもそも、サニーサイドアップの特色は、「メディアに仕掛け、ニュースにされること

で PR する」という手法と、スポーツアスリートのブランド力を高めるマネジメント、と

いった斬新なアプローチへの挑戦にあった。数多の PR 会社やマネジメント会社

はあるが、こういった手法を手掛けた(あるいは成功した)例は決して多くない。こ

れを実現してきた原動力には、創業者の一人である次原代表取締役社長の発

想力、時代を見る目、実行力がその背景にあったと言って過言ではない。この斬

新な手法により、今やサニーサイドアップそのものがある意味でブランド化されたと

も言ってよい。これが後発企業の追随を許さず(ブランド化を目指す広告主が二

番煎じの誹りをうけかねない後発企業に依頼する必然性はそもそも低い)、他社

と一線を画す立ち位置を確固たるものにしている。 

   

  実際、1990 年代以降、消費者は企業やメディアなどからの一方的な PR メッ

セージを徐々に、しかし着実に盲目的には受け止めなくなってきていた。銀行神

話や不動産神話が崩れ、年金ですら確実でなくなった時代においては、直接的

なメッセージよりも客観的な第三者による評価の方がより説得力を増すケースが

増加し始めたのである。「コロンブスの卵」ではあったものの、報道というフィルター

を第三者による評価に仕立てた同社の PR 手法はそういった点で極めてユニー

クであり、時代の先進性を伴うものであったといえよう。 

   

アスリートの肖像権ビジネスも、

スポーツの世界基準への関心の

高まりが追い風となった 

 アスリートのマネジメントも同様である。日本のプロ野球選手がメジャーリーグを目

指し始め、サッカーではワールドカップへの挑戦が始まるなど、90 年代は急激に

「日本独自の箱庭規格」から「世界で通用する規格」へと評価の尺度が変化して

いく時代に重なる。日本全体が停滞する中、日本での成功に満足せずに世界

規格に挑戦するアスリートの姿は、「商品」としても「ブランド」としても、魅力あるも

のであった。同社のマネジメント（肖像権）ビジネスが奏功したのも、もちろんその

秀でた手腕は当然ながら、そういった時代の流れを捉えたものであったと言って

よい。その結果、ブランド化に成功したアスリートやスペシャリストといった強力なコ

ンテンツを有していることは、それらが及ぼす他事業への波及効果・相乗効果も

含め、同社の圧倒的な強みとして指摘できる。 

   
同時に、コンテンツ依存というリ

スクも抱える 

 しかし、これは同時に経営リスクでもある。少子高齢化や不況による国内景気の

パワーダウンや時代の流れの変化などにより、そのコンテンツ自身が持つ勢い(モ

メンタム)に陰りが出てくると、今度はビジネスチャンスそのものも減衰してしまいか

ねないためである。現実問題として、如何に強力なコンテンツでも、その神通力

はどこかで消耗してくることは避けられない。コミュニケーション事業やスポーツ事

業の業績が伸び悩み傾向にあることは、まさにその懸念が杞憂でないことを示唆

している。それを回避するためには、ダイヤの原石を探し続け、また磨き続け、商

品としてのコンテンツを途切れさせないようにしておく必要があるのだが、如何にノ

ウハウのある同社といえども、そもそもダイヤの原石がコンスタントに見つかり続け

るというのは現実的でないと考えるのが自然であろう。 
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トレンドに対する見極めもリスク

要因 

 同様に、トレンドに対する見極めもリスク要因となる。これまでは、時代の変化を

的確に捉えた手法で成長を実現してきたが、今後もそれを継続できるかどうかの

保証はないためである。そもそも、時代の変化などは多分に属人的な発想力に

依存せざるを得ない。このことは以下の 2 点において、経営上のリスクとなり得

る。すなわち、第一に、あやふやな属人的感性に賭けなければならないというこ

と、第二に、それが成功すればするほど「（有能な属人を核とした）個人商店化」

が進行し、企業規模の拡大成長には阻害要因となってしまうということ、である。

当然ながら、個人商店では、当人のキャパシティを越えては仕事が回らなくなっ

てしまうからに他ならない。企業が大きくなっていくためには、誰が担当となっても

きちんとビジネスが機能するようにある程度のマニュアル化や可視化が不可欠と

なる。 

   
それまでの成功体験の裏側でビ

ジネスモデルの転換が早晩迫ら

れつつあった 

 こういった強みとリスクが同居する同社は、それまでの大躍進の裏側で、ビジネス

モデルの転換が遅かれ早かれ迫られる構造に直面しつつあったと言ってよい。

実際、経営陣は 2009 年度の赤字転落を契機に抜本的な改革に着手。取締役

の人数をそれまでの 7 人から一気に 3 人にまで削減し、経営改革のスピードを加

速させる環境を整えている。これは、どこかでビジネスモデルの転換を図る必要

があるのでは、という危機意識を普段から持っていたことを明確に示している。前

段で詳述した「創造型 PR 商社」に向けての舵は、こういった背景の下に切ること

になった。ややもすれば派手なイメージのする同社ではあるが、実際は地道に経

営改革を進めてきていることは間違いない。取締役の削減など、現実にここまで

実行できる企業は決して多くはないのが現実である。同社が示してきたこういった

事実は看過すべきではないだろう。 

   

今後の課題は 3 点  であれば、今後の経営課題はどこになるのか。ここでは次の３点を挙げる。第一

には資本政策への注力、第二に「ポスト」bills の開発、第三にはそういったことを

実現するための会社機構そのものの変化の検討、である。以下、順次解説を加

えることにする。 

   
① 資本政策への注力  今後サニーサイドアップは、創造型 PR 商社への深化を進めるにしたがい、また

10％の営業利益率を経営目標とするなかで、様々な分野へ直接投資する局面

が徐々に増加してくると予想される。これまでの受託型ビジネスとは違って自社で

需要を創造していく以上、ある程度のリスクは自社でも抱え込んだうえで事業展

開を図っていく必要があるため、である。（共同出資者と）運営会社を設立し、自

らのリスクでレストランを出店した bills はその典型例であろうし、それ以外にも同

様のケースは既にいくつか散見され始めてもいる。こういった例が今後は増えてく

るだろう、との予測である。ただし、直接投資があったとしても、その規模は現状

せいぜい 1～2 億円程度であり、同社のバランスシートにとって大きな負担になる

とは考え難い。また、余裕は大きくないものの、財務は手堅く制御されており、直

接投資の機会が増えることがそのまま財務リスクに繋がるとは考えていない。 
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投資案件の増加に伴い、今後は

より厳密な投資回収が求められ

るはず 

 それでも資本政策の重要性を提起するのは、「商社化」する限り、投資回収は

案件毎に常に意識しておく必要があるからに他ならない。例えばレストラン bills で

は、先行 2 店の投資は既に 16～17 か月で回収できた模様だが、それ以降は出

店間隔の短期化や海外展開などで兵站線が伸びる傾向が増している。今後は

より短期での着実な投資回収が求められてくると推察する。「創造型」ビジネスが

増えることとなれば、同様のケースが bills 以外にも頻発してくる可能性は否めな

い。そういった際には、通常のキャッシュフローに加え、時として資本政策に柔軟

性を持たせ、株式保有比率の変動や株式公開などを選択肢として投資回収を

確実に実現するようなアクションが必要となろう。これまで同社でこういった積極

的な資本政策を実施してきた実績はあまり見当たらないが、ビジネスの「創造」に

よってその対象範囲が広がれば広がるほど、その必然性は高まってくるはず。換

言すれば、そういった戦略的な資本政策の浸透こそが、同社の「第二の創業」を

より確固たるものにしていくものと位置づける。今後、どういった段階で積極的な

資本政策が打たれるかは非常に注目されるところとなろう。 

   

② ポストｂｉｌｌｓ  bills 事業は、アスリートのマネジメント・ビジネスと並び、今や同社の「顔」とも言え

る立ち位置にまで成長してきた。むしろ、勢い（モメンタム）から言えば、その相乗

効果も含め、やや伸び悩みの気配のあったスポーツ事業をも凌ぐ感さえある。結

果的に、スポーツ事業から bills 事業へと、起点の核（コア）となる事業がうまく引

き継がれつつあるとも言えよう。しかし、どこかの時点で bills にも勢いが減速してく

るリスクは否めない。その時に備え、経営としては第三のコア事業の布石、育成

を急ぐ必要があるとの考え方である。現状、bills 事業には加速感がようやく出て

きたところであり、かなり気の早い話と思われるかもしれない。しかし、だからこそ、

一歩先を考えた次の準備を、余裕を持って始めることのできるよいタイミングと考

える。 

   
第三の柱の模索は試行錯誤とな

らざるを得ない 

 もちろん、どんな事業が第三の柱となり得るのか、は現時点で予想すらできない。

そもそも柱となるような事業は、もちろん当初からそれなりの青写真を持って育成

されたケースもあろうが、むしろ予想以上の成長を見せて、結果的に柱となって

いく例の方が圧倒的に多い。おそらくはサニーサイドアップの経営者でさえも、ス

ポーツマネジメントが、そして bills が、（ある程度の成長は予測していたとしても）

会社の「顔」となる事業にまで成長するとは事前に予測できていなかったのでは

ないか、と推察する。第三のコア事業も同様だと考えれば、その発掘・育成には

どうしても多種多様なビジネスチャンスの試行錯誤とならざるを得まい。鉱脈に

当たるまでの採掘期間がどれだけかかるかわからない以上、この時点で早くもポ

スト bills を経営課題に挙げるのは、そのためである。 

   
注目領域の一つはＳＮＳ  なお、ポスト bills を担う可能性がある事業領域候補の一つとして、インターネット

環境におけるメディア開発を挙げる。「たのしいさわぎ」を現実社会に起こすという

モットーを掲げる同社にとって、別の空間という言うべきインターネットの世界にお

ける存在感はこれまで決して高いものではなかった。もちろん、アスリートのブラン

ドを全面に押し出した nakata.net などは定評を得ているものの、その他の事業が

「らせん構造的に」相乗効果を生み出しているのと比較すれば、インターネットを
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軸とした波及効果、相乗効果はかなり限定的なものに留まっているというのが実

態であろう。 

   

SNS にはサニーサイドアップと共

通点も 

 しかも、既にインターネットは SNS（ソーシャル・ネットワーキング・システム）などの

普及により、これまで現実的には情報取得ツールに過ぎなかったインターネット

自身が強力な情報メディアへと進化し始めている。ネットに繋がる個々人が発信

元となって「明らかに率直な」意見や嗜好が他者へ伝わり始めたという事実は、

かつて、企業からの一方的な PR ではなく、報道というフィルターを通すことで一

段違う訴求力・説得力を実現してきたサニーサイドアップ自身の経緯と、実は共

通している。既に多くの競合企業が犇めく環境にはあるが、同社にはこの領域を

よりうまく活用できる素地があると思われよう。 

   

稼働率ビジネスであることも重要  さらに、インターネットの SNS の場合は、うまく機能する仕組みとインフラさえ一旦

作ってしまえば、あとは参加者が加速度的に増えて自己増殖を始めるという特

徴がある（当然、引き潮が来るときにはその反動も非常に大きいことはリスク要因

となる）。人的配置が規模の拡大には不可欠なコミュニケーション事業やスポー

ツ事業とは異なり、初期投資は重いが、その後は一種の稼働率ビジネスとなるの

である。これは同社で急成長してきた「新規事業」分野と性格を同じにするもの。

ビジネスモデルの転換といった視点からも、インターネットによるソーシャルメディ

ア領域は注目度が高いと見る。 

   
  実は既にこれら領域は中期計画の注力事業の一つにも並べられてもいる。具体

的には、50 万人規模のママを対象としたコミュニケーションメディア「ママゴト」の

開発である。「ママゴト」はインターネットによる診療予約サービスを提供している

アイチケット社との協業。レストラン bills と同様、その分野で実績やノウハウを持

つ企業と手を組む手法を採用しており、「ママゴト」のネットワークを活用しての企

業 PR やプロモーション、ユーザーフィードバックの収集などを手掛けている。「マ

マゴト」がそのまま第三の柱になるかどうかは全くわからないが、少なくとも手つか

ずであったソーシャルメディア領域進出への橋頭堡となり得る。ポスト bills を探す

過程は試行錯誤の連続となろうが、その第一ステップは既にこうやって始まって

いるといえよう。 
   
③ 会社自身の構造変化  そして、より長期的には、会社の仕組みそのものの変更にも波及する可能性もあ

る。既に主力となっている新規事業の SP・MD 事業、bills 事業は、いずれも子

会社での展開であり、今後、投資先が増えてくれば、この傾向はさらに強くなる可

能性が大きい。そこで、より柔軟な資本政策が不可欠になってくるとすれば、そ

れを有効に機能させる仕組みとして例えば「持株会社化」などが一つの選択肢

に浮上してくと考えても不思議ではあるまい。持株会社化は事業間の濃密な相

関関係にはややマイナスとなるリスクはあるが、相互補完が基本の現状を考える

限り、大きな影響は予想し難い。むしろ、持株会社化によって経営と執行を明確

に分けることは、第三の柱の模索などの試行錯誤に対して、事態を俯瞰的に捉

えたうえで追加投資や撤退を決断する際に、より有効に機能すると予想する。こ

れはかつて、意思決定速度を速めるために取締役の数を大幅に減少させた同
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社の動きを強化することにも繋がろう。 
   
2000 年代から、収益構造は明ら

かに変化。第二の創業が始まっ

たとすれば、機構が変化していく

公算は小さくない 

 何よりもまして、2000 年代央より、同社は明らかに収益構造が大きく変化してき

ていることが重要であろう。一般的な認識は、スポーツマネジメントを核とした PR

会社という枠の中に未だあるものの、既に実態は SP・MD などの新規事業のウエ

イトが急拡大している。しかも、この変化を今後も継続させる意向が会社側にある

以上、現在の収益構造によりマッチした効果的な仕組みに会社のシステムを変

えていく必要があろうことは間違いあるまい。こういった疑問に対し、経営陣は

「『商社化』を目指しているが、『商社』になろうとしているわけではない」とコメント。

商社をモデルとしながらも、独自の経営スタイルを追求していく姿勢を示してい

る。持株会社化がその最適解かどうかにはもちろん議論の余地があるものの、何

がしかの仕組みが変化していくだろうことは想像に難くない。サニーサイドアップが

「第二の創業」期を迎えたのであれば、それによって会社自身の機構が変化して

いく公算は決して小さくないと考えるのである。 
   
属人的発想とマニュアル化のジ

レンマの解決策 

 通常、企業が大きく成長していくには、ある程度のビジネスをマニュアル化させる

過程が不可欠である。しかし、同社はコミュニケーション事業やスポーツ事業が

その代表となるが、多分に属人的感性が極めて重要であることも事実。ここに明

らかにジレンマがある。感性を活かしながら、かつ規模を拡大していくという相矛

盾する事象への特効薬はないが、より現実的な解決策としては、サニーサイド

アップ自身が大きく膨らむのではなく、尖った感覚を維持できる規模の会社の集

合体（あるいは束ね）として、サニーサイドアップが君臨するという選択肢が実は

有効ではないか、と考える。これはすなわち、「持株会社化」に他ならない。PR

事業からスポーツ、レストランと自在にその事業領域を広げてきた、この自由な

発想を維持するための仕組みは、今後折に触れて同社の方向性を決定づける

ものになると予想する。そして、これは、サニーサイドアップ自身が長期的にどこま

での企業規模を目指すのか、という青写真にもかかわってくる問題でもあると位

置づける。 
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業 績 動 向 
 

長期の業績トレンド  同社の長期業績トレンドは下図の通り。2006 年度から連結決算となっているが、

概して売上は増加傾向にあり、事業の拡大基調が継続していることが確認でき

る。2002 年度以降で減収となった局面は、主としてリーマンショック（2008～

2009 年度）を背景に事業環境が悪化した 1 回のみ。当時、経費圧縮の流れか

ら企業の PR 意欲や販促商品需要などが後退したことが影響した模様である。し

かし、そういったマクロ要因が一巡してくると売上は再び拡大。レストラン bills 事

業など新規分野の伸長もあり、2011 年度には過去最高の売上高を計上。会社

側は 2012 年度も売上のピーク更新を計画している 

   

  図表 27：サニーサイドアップの長期業績トレンド 

  

 

CE=会社予想 

注：6 月決算のため、期の始まった年を年度として表示している（例：2012 年 6 月期は 2011 年度

と表記）。2005 年度以前は単独決算。 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 

   
売上成長は好調。利益も高水準

維持だが、伸びはやや見劣り 

 一方、営業利益は高水準を維持しているものの、売上が示した拡大ほどの成長

ペースには至っていない。これは、前述の通り、①売上急伸の原動力となってい

る新規事業は利益率が高くない、②広告主からの価格引下げ要求の激化に

伴って定番事業でも利益率が漸減基調にある、③新規事業に関して、出店費

用などの計上がある、ため。当然、販売管理費の抑制など利益率改善に向けて

の自助努力は続けられている。実際、売上の拡大にもかかわらず、販管費は相

当に抑制されており、売上高に占める割合もかつては 20％を越える水準にあっ

たものが、直近では 12％まで低下させている。しかし、それでも利益率低下と

いった流れへの抜本的な解決策とはなり得ていないのが実情である。 
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  図表 28：サニーサイドアップの販管費推移（2002～2011 年度） 

  

 

E=エヌ・ジー・アイ・コンサルティング予想 

出所：会社資料、エヌ・ジー・アイ・コンサルティング 

   

2011 年度、営業利益は過去最

高に匹敵する水準 

 なお、営業利益の過去最高は 2007 年度の 3.6 億円。2011 年度はそれに次ぐ

3.1 億円を計上している。ただし、bills の新規出店費用などといった一時コスト一

括計上の影響を除けば、利益水準は過去最高に十分匹敵したものと推定され

る。一方、赤字転落となったのは 2002 年度以降では 2009 年度のみ。売上面

では前年比微増収を確保したものの、リーマン・ショック前に受注した案件などが

一巡し、その後の採算の厳しい案件が集中したことがこの主因であった。中期計

画でも利益率の改善・向上をその目標に設定し、ビジネスモデルの転換を急い

でいるのは、こういう状況・経験に対する危機感が背景にあると言ってよいだろ

う。 

   

売上では新規事業のウエイトが

着実に上昇 

 また、長期トレンドでは、新規事業の売上比率が着実に増大していることも確認

できる。ここでは、創業来の PR 事業を担うコミュニケーション事業、アスリートのマ

ネジメントなどを行うスポーツ事業を定番事業、SP・MD 事業や bills 事業などを

（2000 年代後半以降の）新規事業と便宜上分類。時系列で全社売上に占める

割合を辿ってみると、2006 年度時点では定番事業・新規事業でほぼ半々の売

上ウエイトにあったものが、2011 年度には定番事業の割合が 30％強にまで低下

している。利益面での貢献はまだここまでには及ばないものの、サニーサイドアッ

プという会社の収益は着実に構造変化してきていることが明らかである。 
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  図表 29：サニーサイドアップの売上内訳推移（2006～2011 年度） 

  

 

出所：会社資料よりエヌ・ジー・アイ・コンサルティング作成 

   

2011 年度決算概要：過去最高を

実質更新。新規事業が躍進を牽

引 

 2011 年度の決算は、売上が 26 億円（34％）増の 104 億円、営業利益は 1.4

億円（76％）増の 3.2 億円となった。増益の牽引役となったのは、SP・MD と

bills という 2 つの新規事業。この 2 事業で増益分のほとんどを稼ぎ出す結果と

なった。SP・MD 事業では、中国製造拠点の取得効果がフルに寄与。販促製品

の受注好調に加え、玩具の OEM 受託により高水準の稼働率を維持できたこと

で、売上で 30％、営業利益で 53％もの大幅増収増益を達成した。bills 事業で

も、東京お台場店が通期で収益に貢献。１四半期のみながら、表参道店の売上

も加わったことで、同事業の売上は実に前年比 2.1 倍に急拡大している。損益

的にも、お台場店、表参道店の出店による一時費用計上といったマイナス要因

を売上増で吸収。この事業の営業利益は 4 倍増を確保した。一方、定番事業

の営業利益は、前年比ほぼ横ばい。売上は 28％程度の増収と新規事業群に

負けない伸びを示したものの、価格引下げ圧力やこちらもレンタルサイクルカフェ

の出店費用が嵩み、利益率はむしろ低下。売上増効果は採算の悪化でほぼ相

殺された形となっている。 

   

  営業外収支はほぼ前年並み（受取家賃などから 0.3 億円の純収入）。先の営業

利益と合わせた経常利益ベースでは、前年比 1.4 億円（70％）増の 3.5 億円と

なり、過去最高益の更新を達成した。営業利益は 2007 年度の過去最高には

0.5 億円足りなかったが、営業外収支の改善から、経常利益段階では 2007 年

度の実績を逆に 0.5 億円上回ることとなっている。なお、当期利益も過去最高と

なる 2.1 億円。bills 運営に関する少数株主利益の増加分もカバーし、前年比 3

倍増に急拡大。業績拡大を受けて、配当は 15 円増の年 30 円としている。 

   

2012 年度決算見通し：ｂｉｌｌｓと一

時費用の消失が利益を下支え。

営業利益段階でも過去最高更新

へ 

 2012 年度については、売上で 8 億円（8％）増の 112 億円、営業利益は 1 億円

（32％）増の 4.2 億円を予想。営業利益段階でも遂に過去最高を更新する見通

しである。セグメント別には、引き続き、bills 事業が増益のけん引役となろう。前

年度末にオープンした表参道店が通年でフル寄与する他、前年に計上したお台
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場店、表参道店の設立費用が消失することも大きい。同時に、ハワイ出店に向

けての費用計上は予想されるものの、上記プラス要因で十分吸収できる見込

み。bills 事業のみでは、売上で 50％増、営業利益は倍増になると想定。やはり

この事業のみで全社増益分のほとんどをたたき出すと考える。 

   
  その他の事業でも、創造的 PR の浸透継続による売上増を予想。コスト面でも、

コミュニケーション事業ではレンタルサイクルカフェの設立費用、SP・MD 事業で

は前期にあった WIST PLASTIC TOY の設立費用などの一巡が下支え要因と

して寄与しよう。一方、採算面は景気減速リスクを睨んだ企業の費用抑制を織り

込み、概して利益率の一段の低下は避けられないと想定。それでも、売上の拡

大や一時費用の消失などで採算悪化の影響を吸収し、小幅ながらも増益は確

保されると考えた。なお唯一、スポーツ事業はイベントプロモーションへのシフト、

五輪選手のキャスティング案件増加を見込み、利益率の改善を想定している。

経常利益では 30％増の 4.5 億円を、当期利益は 2.3 億円と予想。こちらは最

高益の連続更新となろう。 

   
  ちなみに、会社側の見通しは、売上が 108 億円、営業利益は 2.5 億円。増収減

益を見込んでいる。この見通しに対して上記見通しはかなり強気の見方となる

が、この会社側見通しは現時点で確定していない受注などは織り込まない、とい

うかなり保守的な前提に基づいてのもの。換言すれば、現時点で会社見通し程

度の売上は既に視野に入っているとも言える。今後、受注を獲得していくにした

がい、徐々にこの見通しは上方修正されていくものと予想する。実際、2011 年度

にあった特殊要因（新規出店に伴う設立費用など）がなくなるだけでも 1 億円近

い増益効果が期待できる。採算の悪化はあるとしても、会社想定ほどの厳しい状

況にはまずならない、と考える。 

   

配当政策は要注目  なお、配当は現時点で会社側から年 30 円据え置きとの見通しが提示されてい

る。これは多分に減益想定下にあるため、と推察されるが、配当性向はそれでも

14％に過ぎない（会社見通し基準）。中期計画では配当性向目標 30％を掲げ

ていることを考えれば、条件さえ整った場合、もう一段の増配があっても不思議

ではあるまい。通期増益の確度が高まってきたところでは、配当政策への注目度

は否が応でも増してくると思われよう。 

   
2013 年度見通し：営業利益の中

期計画目標達成へ 

 2013 年度については、売上で 13 億円（12％）増の 125 億円、営業利益は 1.8

億円（43％）増の 6 億円を予想する。中期経営計画に対しては、売上高、営業

利益の実額で目標（それぞれ 115 億円、6 億円）を達成するものの、5.5％を目

標としていた営業利益率は未達に終わる可能性があると想定した。これは前段

で懸念した採算悪化が通期で影響すると考えたため。それでも過去最高益は連

続更新となり、順調にビジネスモデルの転換は進行する見通し。概ね中期計画

は十分にその目的を果たすものと位置づける。 

 

2013 年度も増益の核となるのは、新規事業である SP・MD と bills の両事業と

なろう。bills 事業ではハワイ店が通期で貢献するうえ、ハワイ店出店費用も消失
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することで、50％の営業増益を予想。SP・MD 事業では高稼働率維持に伴う合

理化効果から若干の増益を織り込んでいる。開発事業でも、海外事業で収益貢

献が始まることから増益を想定し、これら 3 事業でほぼ増益分を賄ってしまうと見

込んだ。一方、コミュニケーション事業では売上増は継続するものの、採算悪化

の影響から小幅の増益にとどまると見込んだ。なお、経常利益は 6.3 億円、当期

利益は 2.9 億円と予想。この場合、一株当たりの利益は 338 円となるため、年

30 円配継続であれば配当性向が 10％を割り込んでしまう。相応の配当政策が

求められる可能性は大きいと見る。 

   

主たるリスクは 4 点  なお、主たるリスク要因としては、①世界経済の不透明感に端を発した影響がど

こまで広告費用の抑制に波及してくるか、②bills の海外出店に伴う費用が予想

外に膨れ上がってしまうことがないか、③同じく、bills 事業において、ハワイの 2

号店建設など、ここでは織り込んでいない先行費用負担が発生することはない

か、④SP・MD 事業における玩具の OEM 契約を維持できるかどうか、などを挙

げる。 

   

  図表 30：サニーサイドアップのセグメント別営業利益推移（2009～2013 年度） 

  

 

E=エヌ・ジー・アイ・コンサルティング予想 

出所：会社資料、エヌ・ジー・アイ・コンサルティング 
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収益モデル 
 

損益計算書（百万円） 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 

売上高 3,066 5,086 6,792 5,890 6,031 7,745 10,374 11,200 12,500 

売上原価  3,962 5,463 4,758 4,982 6,453 8,814 9,530 10,610 

売上総利益  1,124 1,329 1,131 1,049 1,292 1,560 1,670 1,890 

売上総利益率  22.1% 19.6% 19.2% 17.4% 16.7% 15.0% 14.9% 15.1% 

販売管理費  913 965 1,057 1,259 1,110 1,241 1,250 1,290 

          

営業利益  211 364 74 -210 181 319 420 600 

営業利益率  4.2% 5.4% 1.3% -3.5% 2.3% 3.1% 3.7% 4.8% 
          
営業外収入  99 41 31 45 66 63 65 65 

営業外費用  23 104 38 26 43 36 35 35 
          
経常利益 149 287 300 66 -191 204 346 450 630 

          

特別利益  15 2 0 0 8 1 1 1 

特別損失  67 1 30 231 65 1 1 31 

          

税前利益  236 301 36 -422 147 346 450 600 

法人税等  127 151 35 1 71 112 194 258 

実効税率  54.1% 50.1% 98.6% -0.3% 48.4% 32.3% 43.2% 43.0% 

 少数株主利益  0 0 0 -5 7 18 35 53 
          
当期利益 114 108 150 0 -418 69 216 220 290 

当期利益率 3.7% 2.1% 2.2% 0.0% -6.9% 0.9% 2.1% 2.0% 2.3％ 
          
減価償却費  31 39 34 67 69 91 100 100 

EBITDA  242 402 108 -143 250 410 520 700 

EBITDA マージン  4.8% 5.9% 1.8% -2.4% 3.2% 4.0% 4.6% 5.6％ 

E=エヌ・ジー・アイ・コンサルティング予想 
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貸借対照表（百万円） 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 

流動資産  2,000 2,867 2,346 2,445 2,667 3,322 3,540 3,762 

現金及び同等物  563 657 509 252 1,035 849 902 863 

売上債権  953 1,899 1,325 1,472 1,050 1,952 2,107 2,352 

棚卸資産  134 87 123 166 346 128 138 154 

その他流動資産  350 225 388 556 236 393 393 393 

固定資産  987 964 1,138 1,281 1,266 1,523 1,623 1,573 

総資産 2,412 2,987 3,832 3,484 3,726 3,932 4,845 5,163 5,335 
          
流動負債  1,427 2,208 1,653 2,274 2,192 2,836 2,964 2,882 

買入債務  356 718 473 587 658 983 1,011 1,028 

短期借入金  555 838 777 1,212 739 1,140 1,240 1,140 

一年内返済長期借入金  120 54 48 73 171 210 210 210 

その他流動負債  397 598 355 401 623 503 503 503 

固定負債  593 518 251 327 489 511 511 511 

長期借入金  525 448 176 220 377 345 345 345 

その他固定負債  68 70 75 107 112 166 166 166 

純資産 487 967 1,105 1,581 1,126 1,252 1,498 1,688 1,943 

負債及び純資産 2,412 2,987 3,832 3,484 3,726 3,932 4,845 5,163 5,335 
          
有利子負債合計  1,200 1,340 1,001 1,506 1,287 1,695 1,795 1,695 

純負債  636 683 492 1,254 252 846 893 832 

E=エヌ・ジー・アイ・コンサルティング予想 
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キャッシュフロー計算書（百万円） 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 

営業キャッシュフロー 229 -741 -18 -55 -525 1,004 -322 192 151 

税金等調整前当期純利益  236 302 36 -423 147 346 450 600 

減価償却費  31 39 34 67 69 91 100 100 

運転資本増減  -1,007 -358 -125 -169 788 -759 -357 -549 

投資キャッシュフロー -30 227 -26 -230 -202 -20 -274 -230 -80 

設備投資  -39 -12 -66 -208 -11 -247 -200 -50 

その他  266 -13 -165 6 -9 -27 -30 -30 
          
フリーキャッシュフロー 199 -514 -43 -285 -727 985 -596 -38 71 
          
財務キャッシュフロー 75 457 129 135 468 -197 400 90 -110 

借入金増減  318 283 -61 435 -474 401 100 -100 

配当金支払  -13 -11 -22 0 0 -13 -25 -25 

その他  152 -143 218 33 277 11 15 15 

現金及び現金同等物の期末残高  607 564 657 509 252 1,035 849 902 863 

E=エヌ・ジー・アイ・コンサルティング予想 

 

セグメント情報（百万円） 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 

売上高          

コミュニケーション     1,627 1,688 2,180 2,500 2,750 

スポーツ     1,359 981 1,237 1,100 1,200 

開発     180 204 94 100 100 

SP・MD     2,436 4,088 5,326 5,150 5,600 

bills     398 729 1,535 2,300 2,800 

その他     30 54 3 50 50 

合計     6,031 7,745 10,374 11,200 12,500 
          
営業利益          

コミュニケーション     227 384 361 380 390 

スポーツ     179 77 78 100 110 

開発     -61 22 12 0 50 

SP・MD     8 137 210 220 270 

bills     -7 16 64 120 180 

その他     -53 -27 -2 0 0 

全社費用     -503 -426 -405 -400 -400 

合計     -210 181 320 420 600 

E=エヌ・ジー・アイ・コンサルティング予想 
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株価パフォーマンスとイベント 
 

 

① 2008/ 9 ： 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット・ヘラクレス（現 JASDAQ(グロース)）に株式を上場 

② 2008/ 9 ： リーマンショック 

 2008/10 ： オリンピック体操金メダリスト・米田功氏とマネジメント契約締結 

 2008/11 ： 元サッカー選手中田英寿氏が 2 年ぶりに CM 出演 

 2009/ 6 ： 人工衛星「きぼう」の日本実験棟有償利用事業者に決定 

 2009/ 7 ： 業績見通し及び配当見通しを下方修正 

 2010/ 1 ： レストラン bills の国内 2 号店となる横浜赤レンガ倉庫店オープンを発表 

③ 2010/ 2 ： 業績見通し及び配当見通しを下方修正。同時に、役員報酬減額、自社株式取得を発表 

 2010/ 4 ： アイチケット社と業務提携 

 2010/12 ： 香港法人 TCN TECHNOLOGY（現 WIST INTERNATIONAL）の株式 60％取得を決定 

④ 2011/ 2 ： 業績見通しを上方修正 

④ 2011/ 2 ： レストラン bills、東京お台場に 3 号店をオープンする計画を発表 

 2011/ 3 ： 東日本大震災 

 2011/ 8 ： 中期経営計画「創造型 PR 商社への事業構造転換」を発表 

 2011/12 ： Web サービス「ママゴト」の提供開始 

 2011/12 ： レストラン bills、東京表参道に 4 号店をオープンする計画を発表 

⑤ 2012/ 2 ： 業績見通しを上方修正 

 2012/ 2 ： 東京スカイツリー開業に合わせ、レンタルサイクルカフェをスタート 

 2012/ 3 ： クムナムエンターテインメント設立 

⑥ 2012/ 5 ： bills ワイキキ、およびフライパンのハワイ現地法人を設立 

⑦ 2012/ 8 ： 増配見通しと同時に、2012 年度減益見通しを発表  
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主要財務指標 
 
       

（単位：百万円） 
   2009/6 2010/6 2011/6 2012/6 2013/6（予想） 

株価推移 

株価（年間高値） (円) 3,980 1,180 1,150 1,959  

株価（年間安値） (円) 1050 700 600 700  

月刊平均出来高 (百株) 197,950.0 13,075.0 24,958.3 70,408.3  

時価総額（年間高値）  3,373 1,000 974 1,680  

時価総額（年間安値）  889 593 508 600  

業績推移 

売上高  5,890 6,031 7,745 10,374 11,200 

営業利益  74 -210 181 319 420 

経常利益  66 -191 204 346 450 

当期純利益  0 -418 69 216 220 

EBITDA  108 -143 250 410 520 

減価償却費  34 67 69 91 100 

設備投資額  -66 -208 -11 -247 -200 

EPS (円) 0.2 -493.4 81.5 251.8 256.5 

営業利益率 (%) 1.3 -3.5 2.3 3.1 3.7 

売上高 EBITDA 比率 (%) 1.8 -2.4 3.2 4.0 4.6 

ROE (%) 13.6 0.0 -37.1 5.5 15.7 

貸借対照表 
主要項目 

流動資産合計  2,346 2,445 2,667 3,322 3,537 

固定資産合計  1,138 1,281 1,266 1,523 1,623 

資産合計  3,484 3,726 3,932 4,845 5,160 

流動負債合計  1,653 2,274 2,192 2,836 2,964 

固定負債合計  251 327 489 511 511 

負債合計  1,904 2,601 2,680 3,347 3,475 

有利子負債  1,001 1,506 1,287 1,695 1,795 

純有利子負債  492 1,254 252 846 896 

株主資本合計  1,575 1,125 1,225 1,439 1,625 

純資産合計  1,581 1,126 1,252 1,498 1,685 

流動比率 (%) 142 108 122 117 119 

自己資本比率 (%) 45.4 30.2 31.8 30.9 32.7 

売上高総資本回転率 (%) 1.6 1.7 2.0 2.4 2.2 

売上高棚卸資産回転率 (%) 56.1 41.7 30.2 43.8 84.1 

キャッシュフロー計算書

主要項目 

営業活動による CF  -55 -525 1,004 -322 190 

投資活動による CF  -230 -202 -20 -274 -230 

財務活動による CF  135 468 -197 400 90 

現金及び現金同等物の

期末残高  509 252 1,035 849 899 

EBITDA＝営業利益＋減価償却費 
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