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個別報告論文 ( 77] 

加工拡大型力ンキツ作経営の事業展開と経営分析

一和歌山県有田地域S果樹園の事例一

棚田 光雄(農研機構近畿中国四国農業研究センター)

Business Activities and Financial Analysis of the Citrus Farming E:xpanded Processing Sector 

Mitsuo Tanada (National Agricultural Research Center for Western Region， NARO) 

The factors involved in the success of S. Orchard 

紅 ehaving pursued differentiation of processed 

products using high sug訂 -contentmaterials， such as 

仕uits，and having created the high-class processed-

goods market of the Satsuma mandarin through ex-

ploitation of new demand. Moreover， the following 

points were identified based on business analysis of 

1. はじめに

カンキツ作における加工事業は， これまで共販体制

の下で規格外品を活用し農協主導で行われており，

そこでは生食ミカンの供給調整の手段としても位置

づけられてきた.一方，小規模な農家自家加工とと

もに，農家組合や農村女性起業の形態を含め農業者

グループ・組織による加工事業の取り組みが見られ

る.さらに，カンキツ作経営において自社加工によ

り事業多角化を図る動きも生まれている.今後，農

業・農村の 6次産業化(農商工連携)が農政の重点

課題として位置づけられる中で，こうした取り組み

が一層加速される.

しかし，カンキツ作経営における加工導入による

事業多角化の取り組みに関しては，観光農園や酒造

メーカーとの連携による事例紹介がなされているだ

けで 1) 研究蓄積はほとんどない.

そこで，本稿では， 自社加工を行うカンキツ作経

営事例を対象として，カンキツ加工事業のピジネス

としての展開に資することを目的に，その事業活動

の特徴と成果を検討する.そのため，大型加工施設

を装備し加工事業を基軸に経営展開を図るカンキ

ツ経営(以下，加工拡大型カンキツ作経営)を対象

事例としている.

( 77) 

S. Orchard: a good profit ratio is attained by offering 

new value and paying the required cost， steady 

capital investment is performed by planning sub-

stantial equity through capital increases， and al-

though labor share is high， personnel expenses訂e

outlaid to balance business profits. 

2. 分析の対象と方法

分析対象のカンキツ作経営は，和歌山県有田地域

のS果樹園である.有田地域は県のほぼ中部に位

置し，樹園地率が 86%と高く，温州ミカン (3，881ha) 

が果樹の 75%を占めるカンキツ産地である 2) 当該

産地は，以前から個人出荷が行われてきたが，一方

共同販売組織も存在しており，そのため出荷形態は，

個人出荷者，個選による輸送共同組織，共選共販組

織，集出荷業者の 4形態と多様である 3) 現存する

共選共販組織は，集落共販組織と農協共販組織に大

別されるが，対象とする S果樹園は前身が集落共

販組織であることから，株式会社となった現在も

]Aありだ共選協議会に所属している.

S果樹園は施設投資を行い，全国に先駆けてカン

キツ加工に取り組む加工拡大型カンキツ作経営の典

型として位置づけられる 加工拡大型カンキツ作経

営は，加工事業の利益を上げることによって経営展

開が可能になる.そのため，生産・加工・販売を一

体化した取り組みにおいて，利益を持続的に生み出

す仕組みを構築する必要がある.こうした事業の仕

組みはビジネスモデルとして捉えられる.そこで，

ビジネスモデ、ル分析の枠組みに依拠して， s果樹園

の事業活動の特徴を検討することにより，加工事業

における利益を生み出す仕組みを解明する

また，事業活動の成果については，財務諸表(決
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表 1.S果樹園の概要

事業内容 カンキツ生産，共同選果・共同出荷(受託を含む)，農産加工，販売

構成員農家田 7戸，出資者:18名と 2社(投資会社他)

役員・従業員等 役員・従業員(役員・正社員・パート): 35名
うち役員(社長含む): 8名，正社員:17名，常勤パート:10 

経営面積(直営園地) 6 ha (うち構成員農家からの借入 4ha) 

所有面積 品種 後継者(うち役員 4名)
構成員農家7戸

(合計) 16 ha 
ハウスミカン 30a，極早生 2ha， A (36歳入 B (37歳)， C (38歳入

早生 7ha，普通 4ha，中晩柑 1ha D (35歳)， E (24歳)

1979年 みかん農家の後継者7名でS共同選果組合を設立

2000年 有限会社に移行し S果樹園を設立，構成員農家の後継者4名が就農

2002年 選果場の新築と光センサー選果機等の導入

2003-04年 農産加工を開始(ジュース試作から高級みかんジュースの本格販売へ) 〔増資〕

展 2005年 株式会社に組織替え

2006年 加工用原料・製品倉庫を新築
閲 2007-08年 ネット庖開設

2009年

2010年 新加工場建設，直売所開設

2011年

2012年

資料 :5果樹園資料及び聞き取り調査による.

算書)を用いた経営分析によって把握し事業活動

との関連を明らかにするとともに，他の農業法人経

営との比較によって検討する.そのため，比較検討

に用いることができる経営指標として TKC経営指

標を参考にしベここでは，果樹作農業と野菜缶詰・

果実缶詰・農産保存食料品製造業(以下，果実缶詰

等製造業)を比較対照とする.

3.加工事業の展開と特徴

(1 )加工事業の展開

S果樹園は温州ミカンの生産，共同選果・出荷，

受託販売，農産加工を行う(表1).役員・従業員は

35人であるが，前身である S共同選果組合を設立し

た 7戸の農家(以下，構成員農家)が中核となる

S共同選果組合は，みかん農家の若者7名によって

1979年に設立され， 20年の活動を経て， 2000年に

有限会社に移行した.法人化は，ハウスミカンの好

調を背景に後継者4名が就農したことを契機とした

が，小規模な集落共販組織が信用力を得て新たな事

業を展開するための条件整備であった.

2002 ~ 03年にかけて選果場を新築するととも

に，加工施設を整備し，現在の経営の基礎が固まる.

2005年には株式会社化したが，生産(生果)部門

の収入が停滞する中で，加工を基軸として経営展開

を図るための組織形態の変更で、あった.加工施設整

(78 ) 

正社員 2名採用，後継者を部門責任者とする
正社員 2名採用 〔増資〕
正社員 2名採用 〔増資〕

正社員 1名採用，後継者を役員に昇格
正社員 2名採用 〔増資〕

備において， 2003年の第 1次整備では投資育成会

社の出資が有効であった.さらに 2010年には，第

2次整備として新工場を建設したが，補助事業の導

入に加えて， 2社からの増資や出資が大型投資を下

支えした.一方， s果樹園の生産(生果)部門は，

構成員農家と周辺農家から借りた園地 6haを直営

園地として管理する.ただし直営園地は優良品種

への改植を進めているため，現在約半数が未成園で

ある.また， s果樹園では構成員農家7戸が生産し

た果実について共同選果・出荷を行うともに，周辺

農家から販売委託された果実を出荷しており，生産

(生果)部門の収入は，現状では受託販売手数料が

主となる.

事業別の売上高をみると，受託販売事業は 2，000

~ 4，000万円で推移しているが，加工事業は右肩上

りに増加している(図 1). 加工事業は 2010年まで

毎年平均約 4，000万円のずつ売上げを伸ばし，近年

その金額は総販売額の 7割強を占めている.なお，

加工事業の展開に伴い， 2007年から正社員をほぼ

毎年採用する他，構成員農家の後継者 4名を部門責

任者へ，さらに役員へ昇格させ，人材の確保・育成

を進めていること，また， 4回の増資を行っている

ことも注目される.

__.....t 
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図 1. S果樹園における事業別売上高の推移

資料 。表 lに同じ

注 。「加工事業」は加工品販売収入 (直園地の生果販売

を一部含む)， i受託販売事業jは手数料収入(奨励

金を一部含む)

(2)事業活動の実態

1 )高品質な原料用果実の安定確保

S果樹園は，構成員農家 7戸の果実生産量では原

料用果実が不足するため，周辺農家(個選農家を中

心に集落共選組織の構成員を含めた約 240戸)から

規格外品を購入している 加工拡大に応じて原料用

果実は増加傾向にあり，周辺農家からの調達比率は

80%前後まで高まっている(図 2).同時に，原料

用果実の品質を高いレベノレに維持している.規格外

品を光センサーによって糖度選別し，高糖度のもの

は高く買い取る.そのため，多くの周辺農家は高糖

度の規格外品をできるだけ自前で揃えて S果樹園

に持ち込む 5) これは，個選農家のもつ栽培技術と

選果労力を活用しつつ高品質な原料用果実を確保す

る方式として機能する.また，客観的な品質評価の

他，支払いは現金で決済し，構成員農家との価格差

は設けておらず，こうした迅速 ・公正な対応が周辺

農家の支持を得ており，継続的な取引につながって

いる. このように，多様な出荷形態をもっミカ、ノ産

地の条件の下で，高品質な原料用果実を安定的に調

達する仕組みを構築している.

500 
構成員農家 Eコ周辺農家 ー・一周辺農家比率

r 100 

400 

33∞ 

要z∞

20 

80 
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図 2. S果樹園における原料用果実集荷量の推移

資料:表 Iに同じ

2)品質にこだわる搾汁方法

加工段階での品質低下を避けるため，外皮を剥い

で搾る方式をとる食品加工メーカーを地元に探し，

l次加工(搾汁)を委託している.搾汁作業は温州

ミカンの収穫期と重なり，また期聞が限定される

そのため，搾汁の外部委託により，施設固定費が軽

減され，作業競合が回避できる.こうした対応によっ

て， コスト削減を図りつつ高品質な原料用果実の素

材を維持するとこが可能になっている.

3)原料素材を活かした商品の開発

糖度基準を設定して厳選した地元産高品質原料用

果実による高糖度果汁が製品のベースになり，温州

ミカンのストレートジュースにおいて格段の味(ま

ろやかさなど)を実現することで，高級加工品を商

品化した.また， これまで年に lつ以上の新商品を

開発してきた.商品開発におけるアイデアを社長自

ら出し，ジュースやジ ュレ，ジャム以外に，小粒ミ

カンのまるごとシロップ漬け，ポン酢，ケチャップ

といった個性化商品を開発し，現在 13アイテムと

なる.新商品は商談を進める際に有効であり，また，

アイテム数の増加によって詰め合わせセット化が可

能になり ，それは訴求効果を高めている.

4)製品の高い品質に裏付けられた販売対応

販売対応においては，多様な販売チャネノレ(卸売・

小売業者，ネット ・通信販売等)の組み合わせ，リー

ダーによる営業活動，高級加工品として高価格帯の

設定，試飲販売の継続が特徴的である.中でも，

ジュースの本格販売に合わせて 2004年から行って

いる試飲販売は重要な戦略的取り組みとされる 毎

週土日を中心に，県内の観光地や道の駅など，常時

3ヵ所以上で，試飲という形で全従業員が交代で対

面販売を行っている.これは販促活動の一環であり，

普段飲まない高級ジュースを直接味わってもらうこ

とで，新規需要を掘り起こす一方，消費者の声を聞

き，ニーズ把握や商品開発に役立てている また，

消費者と直接触れ合う場としての試飲販売は，生産

の枠を超えた取り組みに対する評価を感じる機会で

もあり， 6次産業化の推進に向けて従業員の意欲向

上と意識改革を促す

(3) S果樹園のビジネスモデル

ビジネスモデルは利益を獲得する事業活動の仕組

みであり，幾つかの構成要素に分解して検討するこ

とができる 6) ここでは 「顧客価値創造JI価値提

(79 ) 
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供プロセスJI利益創出」の大きく 3つの構成要素

によって捉え， s果樹園のビジネスモデルを表現す

ると，表2のように示される η.

1) I顧客価値創造」について

顧客価値(顧客が認める価値)は，顧客が誰であ

り，どのような価値を欲しているかにより変化する.

S果樹園の顧客は美味しい高級なミカンジュース等

を求める消費者に特定される.一般的にミカン

ジュースの原料は規格基準を満たさない裾ものであ

り，糖度評価は考慮外であった.高糖度の原料素材

を活かし，賛沢感・特別感を引き出せる商品，品質

レベルが違う高級な贈答用商品を求める消費者を対

象にして，顧客価値をつくり出している.そして，

高級品に相応しいデザインを考慮した瓶製品とし，

商品特性を消費者に直接伝える試飲販売を含め，多

様な販売チャネルを活用して価値を提案し，そこで

は品質の裏付けをもった高価格帯を設定している.

2) I価値提供プロセス」について

経営資源を有効活用しながら，強みを発揮し，顧

客に価値を届けて利益を生むまでの活動の連鎖を捉

えると次のようになる.s果樹園は構成員農家の優

良園地から産出される規格外品を光センサー選果機

で糖度選別し，原料用果実を差別化する. 自社で不

足する原料用果実の供給を補うのが，ブランド果実

を生産する産地において栽培技術と選果労力をもっ

周辺農家である.そうした農家をパートナーとして，

高糖度の原料用果実を厳選しつつ安定的に確保して

いる.次いで，搾汁方法を工夫するメーカーをパー

トナーとすることにより，自社施設で行う 2次加工

の段階でも原料素材を活かすことができ，顧客価値

が高められる.さらに，価値提供は品質へのこだわ

りを正しく認識する流通業者を通して行われるとと

もに，試飲販売により価値を消費者へ直接伝達して

いる.同時に，試飲販売の機能として需要側の情報

を生産・加工部門にフィードパックさせることによ

り，価値提供活動を効率化している.

3) I利益創出」について

利益を生み出す上で，特定の顧客及び，利益の源

泉が特に重要となる.s果樹園において，他では実

現されない高品質を理解し納得して贈答する顧客が

利益創出の中心となる. こうした顧客はリピーター

としての定着が期待できる.また，高級ミカンジュー

スと個性化商品の詰め合わせセットが利益獲得のカ

( 80 ) 

表 2.S果樹園のビジネスモデル

構成要素 内容

顧客は誰か? 品級志向の(品質重視)の消費者，

顧 観光客，贈答したい消費者

顧客の用事は 大切な贈り物に適した商品が得た
何か? い，ちょっとした賛沢を味わいたい，

特別な時の記念すべき商品を得たい

どう提案する 品級商品に相応しいデザインを考慮
カミ? した瓶製品，高価格帯の設定

誰と組むか? JA共販に加わらない周辺農家，地

E 提供プ

元搾汁メーカー

何が強みか? 両い技術水準がもたらす局糖度の規
格外品，光センサーによる糖度選別，
品質を損なわない搾汁方法

ロ
セ どのような 全社員での試飲販売による消費者へ
ス 手順か? の価値伝達，消費者からの意見の生

産・加工へのフィードパック

誰から儲ける 品質を納得して贈答する顧客
台、T

利益創出

利益の源泉 I司糖度規格外品の産出・糖度選別~
』主? 搾汁方法の工夫~個性化商品との

セット化による一連の差別化

時間軸は P 品質維持を別提として継続的な取引
を行う

注-川上 (2011) に依拠して作成構成要素は大きく 3

区分され，その下にそれぞれWho-What-Howに関す

る3つの要素(表現の一部を筆者変更)が形成される

ギとなり，高糖度規格外品の産出・糖度選別，搾汁

方法の工夫，商品の詰め合わせセット化という形で，

生産・加工・販売の各過程での差別化を積み重ねて

価値を創造している.そして，品質維持を前提とし

た継続的な取引が利益をもたらす.

このような S果樹園のビジネスモデルは，地元

産果実の加工品市場というニッチ市場に対応する

が，差別化を突き詰めて温州ミカンによる高級加工

品を提案し，新規需要を掘り起こすとともに，高級

志向の顧客のニーズをつかみ，既存市場とは異なる

贈答用を中心とするミカン高級加工品市場をつくり

出し，そこでのニッチ戦略をとることで売上げを伸

ばしてきたと評価される.

4. 事業活動の成果一経営分析指標一

表 3は， s果樹園の経営分析指標値の 4ヵ年 8)の

推移と平均値， TKC経営指標を示している.

(1)収益性分析

投下資本に対する利益の割合を総資本経常利益率

でみると， s果樹園では新加工場を建設した 2009

___. 
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表 3.経営分析指標値の推移

(単位:%) 

S果樹園 果実缶
経営分析指標

果樹作
詰等製2008 2009 2010 2011 4ヵ年 農業.

年度 年度 年度 年度 平均
造業.

総資本経常利益率〔経常利益/総資本〕 7.7 0.3 4.4 4.9 4.3 0.4 4.5 

売上高経常利益率〔経常利益/売上高〕 5.1 0.3 3.5 3.8 3.2 2.2 4.3 

総資本回転率〔売上高/総資本J(回) 1.5 1.0 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1 

流動比率〔流動資産/流動負債〕 301.6 361.8 343.9 336.4 335.9 152.0 164.7 

当座比率〔当座資産/流動負債〕 145.4 178.1 212.3 135.4 167.8 97.3 110.0 

固定比率〔固定資産/自己資本〕 85.1 186.2 157.0 132.1 140.1 216.0 123.8 

固定長期適合率〔固定資産/(自己資本+固定負債)J 46.8 65.7 62.7 61.6 59.2 81.2 66.5 

自己資本比率〔自己資本/総資本〕 43.5 31.2 34.6 40.1 37.4 27.6 34.8 

付加価値率〔付加価値/売上高〕 53.3 47.1 47.9 56.1 51.1 65.1 49.2 

労働分配率〔人件費/付加価値〕 77.2 81.4 74.3 68.6 75.4 49.4 46.7 

資料 :5果樹園の決算書， TKC協会 iTKC経営指標平成 24年指標版」による.

注:1)・は， TKC経営指標(黒字企業)の 2008~ 2011年の4ヵ年平均値ーなお，黒字企業とは当年度の期末自己資本

と当期損益がともにプラスになっている企業.

2) 5果樹園の付加価値は，資料の制約から加算法をとり，経常利益+人件費+金融費用+賃借料+租税公課+

減価償却費で計算した.

年に一時低下したが， 4ヵ年平均値 (4.3%) は果樹

作農業 (0.4%)を上回り，果実缶詰等製造業 (4.5%)

と同程度である.総資本経常利益率は売上高経常利

益率と総資本回転率に分解できる.s果樹園では売

上高経常利益率 (3.2%) は果樹作農業 (2.2%) よ

り高いが，果実缶詰等製造業 (4.3%) より低い一方，

総資本回転率が1.3固と比較的高く， (果樹作農業，

果実缶詰等製造業はそれぞれ1.1回)，総資本経常

利益率の向上に寄与している.

(2)安全性分析

流動比率をみると， s果樹園は 300%を超えて推

移している(果樹作農業，果実缶詰等製造業は 124

~ 203%). また， s果樹園の当座比率は 100%を大

きく上回っており(果樹作農業，果実缶詰等製造業

は 85~ 136%)，資金繰りに余裕のある経営が行わ

れている.

S果樹園の固定比率は， 2009年に加工施設の建

設により，前年の 85%から 186%に高まったが，そ

の後低下傾向にある また，固定長期適合率は，

2009年についても 60%台を維持している(果実缶

詰等製造業とほぼ同じ，果樹作農業より低い水準)• 

これは設備投資が健全であり，安定性の高い経営が

行われていることを示している.

自己資本比率をみると， s果樹園では，長期借入

( 81 ) 

金からなる固定負債は 2009年の設備投資に伴い増

加したが，その後漸次減少し，一方増資による資金

調達を計画的に行い，また，利益剰余金が増加した

結果， 2009年に低下した自己資本比率は 2011年に

40%に高まり，負債への依存度が抑制され，果樹農

業 (28%)，果実缶詰等製造業 (35%) に比較して，

財務体質は良好となっている

(3)付加価値

付加価値率は高いと良いとされるが， s果樹園は

47 ~ 56%で推移しており，果樹作農業 (65%) よ

りやや低く，果実缶詰等製造業 (49%) と同等であ

る.また，労働分配率は， s果樹園において経常利

益の大幅減があった 2009年に 80%を超え，その後

は 69%までやや低下したが(平均 75%)，果樹作農

業 (49%)，果実缶詰等製造業 (47%) に比べて極

めて高くなっている.労働分配率は経常利益の出方

に大きく影響されるが，その高水準は事業収益の労

賃・報酬としての還元を重視する S果樹園の経営

方針の下で形成されている.

なお，部門別に付加価値を推計 (2011年度)す

ると，加工部門は付加価値率が 52.2%，労働分配率

が 67.8%となり，経営全体の成果をほぼ表している.

また，加工部門において売上原価では外部購入費用

の7割強を材料費(約 6千万円)が，販管費では外
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部購入費用の 6割強を試飲販売費(庖舗設置手数料，

60万個以上のカップ代，旅費等の約 3千万円)が

占め，前述したS果樹閣の事業活動の特徴が費用に

反映する.

5. おわりに

以上，加工拡大型カンキツ作経営を対象に，事業

活動の特徴と成果を検討した.事例経営の経営分析

を通じて，事業展開との関連で次の 3点が指摘でき

る.第 lに，コストを負担しつつ新たな価値の提案・

提供を行い，比較的良好な利益率を出している.高

糖度・高価格の規格外品の調達は，差別化のための

コストを発生させる.また，試飲販売の経費は新規

需要の掘り起こしを通して発生する市場創造コスト

となり，それらを負担して売上げを伸ばしている.

第 2に，自己資本の充実を図ってきたことである.

新工場建設のための設備投資の財務安全性に及ぼす

影響は大きいものの，売上げを着実に伸ばす中で，

積極的な増資を含め，自己資本が蓄積され，堅実な

投資となって表れている.第 3に，事業収益とのバ

ランスの下で人件費が確保されている.後継者の経

済的自立や女性の意欲を考慮し労働への分配が厚い

中で，事業拡大に伴い従業員数は増加するが，人件

費を賄えるような売上拡大を実現している.

また， s果樹園における加工事業の成功要因を事

業活動の仕組みの側面から捉えると，次の点が重要

となる.すなわち，顧客を絞り込み，高品質原料用

果実の産出・調達と，糖度選別を通して差別化を追

求することにより，高糖度ミカンジュース等の高級

加工品を提案したことである.また，試飲販売の継

続・積み重ねなどによる価値の伝達を通した新規需

要の掘り起こしにより，温州、|ミカンの高級加工品市

場を創造したことである.

しかし，成功要因におけるマネジメントの側面を

見逃すことはできない.特に S果樹園の優れたリー

ダーの存在は重要であり，的確なリーダーシップは

経営展開に不可欠である.また，カンキツ農家が組

織化・法人化することにより，後継者，新規就農者，

女性やベテラン従業員といった多様な人材を層とし

て集積し， 4部門体制の下で複数の後継者の中から

次期リーダーを育てている.試飲販売が人材育成に

果たす役割も大きいと推察され，こうした人材育成

(82 ) 

等のマネジメントの問題については今後の検討課題

としたい.

注 1)長崎 (2009)等を参照

2)有国振興局資料 (2009年)による

3) 細野 (2001: pp. 110--111) より引用

4) TKC経営指標は， TKC全国会に加盟する税理士・

公認会計士の関与先の中小企業における「決算書」

を基礎データとして作成された全国法人企業の経

営分析値である.

5) 糖度基準より価格差を設け，例えば糖度 12度以上

の場合， ]A の 4~9 倍の価格で買い取る.規格外

品は軽トラック等 l台を単位とし，取り出された

サンプノレ (3コンテナ)によって評価されること

から，低糖度果実が混在すると I台全体の価格が

下がる.

6)例えば，安室他 (2007)，Ost巴rwa1deret a1. (2012)， 

川上 (2011)では， 5~9 つの要素によってピジ

ネスモデルを分析・表現している.

7) 川上 (2011)に依拠した. ピジネスモデルのデザ

インを目的とする分析枠組であるが，事業全体を

構成要素によって分解し，各要素聞のつながりか

ら事業の仕組みを解明する上で，対象事例にも有

効に適用できると判断したためである.

8)新工場の建設前後の経営動向を把握するため，対

象期聞を建設前年の 2008年度から直近の 2011年

度までの 4年間とした.
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