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顧客第一主義の具現化による店舗づくり

   ①
 はじめに

　
　日本のホームセンター業界はこれまで右肩
上がりで売上を伸ばしてきたが，2005 年を節
目に減少傾向にある。総店舗数は 2008 年に
4000 店を超えた後，2010 年まで漸増している
ものの，経営企業数は 239 社で 10 年前の約半
数に減少している 1）。特に，地方のオーナー
企業が廃業するケースが多く，今後は大手に
よる寡占化がますます進む傾向にある。
　この厳しい状況に置いて，大手ホームセン
ターは取り扱い商品を売れ筋に集中すること
で売れ残りのリスクを回避しつつ，効率化を
進めている。しかし，本当に効率化を進める
だけで良いのだろうか。売れ筋を中心に取り
揃えるほど店舗間の類似性は高くなり，結果
的に店舗間の差異は小さなものとなってしま
う（Moon 2010）。こういった現状を鑑み，ホー
ムセンター業界最大手の DCM ホールディン
グスは今年度，全国を 74 の地域に分け，各地
域のモデル店で客のニーズを反映した現場主
導の改装を実施しようとしている 2）。この動
向からも，現在の厳しい状況において小売業
が向かうべきは，単に売れ筋商品に絞り込む
ことでリスクを回避し，商品回転率と販売効
率を高める戦略だけではなく，地域の顧客ニー
ズに徹底的に対応し，付加価値を高める戦略
も重要なひとつのテーマだろう。
　そこで本稿では，この付加価値を高める戦
略を取り，業績を伸ばし続けている株式会社
ハンズマン（以下：ハンズマン）を取り上げる。
ハンズマンは宮崎県都城市に本社を置き，宮
崎県，鹿児島県，熊本県，大分県，福岡県の

5 県で 10 店舗を展開しているホームセンター
である 3）。特に，九州地方はホームセンター
が乱立する競争の激しいエリアであり，この
状況の中で徹底した「顧客第一主義」と「世
界一わかりやすい店作り」を掲げ，独自路線
で事業を展開している。この顧客第一主義の
内容と具体的な実践内容，それを実現可能に
する工夫された店舗デザイン，そして，これ
らを支える組織的経営システム（主にマーチャ
ンダイジングと人材育成）について順に述べ
ていく。

   ②
 株式会社ハンズマンの概要

　
　吹き抜けの天井と広々とした空間に，目も
くらむような数の商品が並んでいる（図表−

1）。その天井の一部はガラス張りで，外光を
取り入れているため，店内は非常に明るく，
まるでホテルのロビーを思わせる。その空間
に，圧倒されるほどの商品がカラフルに整然
と並んでおり，その陳列の美しさに初めて来
店した客は感動すら覚えるという。園芸売場
は海外に来たのかと見間違うほどの雰囲気が
あり，壁面には英国のイメージを醸成する写
真が貼られている（図表− 2）。これがハンズ
マンの店内の雰囲気である。その圧倒的な品
揃えから，ハンズマンが出店すれば地域住民
の生活が一変するとまで言われている 4）。
　ハンズマンは，ホームセンター企業や商社，
利用者などの投票で決まる「ストア・オブ・ザ・
イヤー」（『ダイヤモンド ホームセンター』主
催）で，2010 年に「ハンズマン吉尾店」が第
1 位に輝いている。過去にも「ハンズマンわ
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さだ店」（2003 年），「ハンズマン大野城店」（2005
年）が同賞を受賞している 5）。
　ハンズマンの主な取扱商品群は，DIY（DO 
IT YOURSELF）用品が売上構成比の 51.1％，
家庭用品が売上構成比の 33.8％，カー・レ
ジャー用品が売上構成比の 15.1％であり，
DIY 用品で売上構成比の過半数を占める 6）。
ホームセンター業界全体の売上高が減少傾向
にある中，15 年連続増収を維持しており，
2011 年の売上高は 242 億 9900 万円である。来
店客数は前年同期比 112.2%，客単価は前年同
期比 101.2%，売上高は前年同期比 113.6% で
あり，非常に好調である 7）。
　売上高は企業規模に比例するため，同業の
大手企業には届かないものの，注目すべきは
連結 ROE（自己資本当期純利益率）であり，
上場企業 22 社中 4 位（7.5％，対前年比 2.5 ポ
イント増加）という高い伸び率を示している。
また，１㎡当りの営業収益（単体ベース）は
業界平均の 28 万円を大きく上回る 32 万円で
同 4 位となっている 8）。大手上場企業を押し
のけて，なぜこれほどまで高い収益を出すこ

とが出来るのだろうか。それは他社が考えも
しないような徹底した顧客第一主義が実践さ
れているためである。

   ③
 独自の経営方針

　
３−１.　徹底した顧客第一主義

　現在の代表取締役社長である大薗誠司氏（以
下：大薗社長）が経営にたずさわるまで，何
の特徴もない地方のホームセンターだったハ
ンズマンが，地域住民の高い支持を得て，業
界でも注目を集めるようになったのは，常に
顧客の立場で考える「顧客第一主義」という
大薗社長の経営哲学が実践されてきたためで
ある。
　ハンズマンの原点は，1914 年に大薗社長の
祖父が創業した建材店であった。1986 年に大
薗社長の父が，顧客に新しい余暇の過ごし方
を提供できるホームセンターという業態に着
目し，宮崎県都城市に 1 号店となる「ハンズ
マン吉尾店」をオープンさせた。その後，

■図表 —— 1

店内入口付近の様子

■図表 ——2

園芸売場の様子

（出所）株式会社ハンズマンより提供。
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1995 年に銀行を退職して入社してきた大薗社
長が 1996 年にオープンしたばかりの 3 号店の
店長となり，この顧客第一主義の方針を推進
してきたのである。
　顧客第一主義を標榜する「小売企業」は多
いものの，それを具体的な施策として実践し
ている企業はそう多くない。ハンズマンのい
う顧客第一主義とは，「住まいと暮らしに関す
るお客様の要望をすべて満たすことであり，
ここに経営資源のすべてを投入すること」で
ある。これを経営の基本方針とする。住関連
分野である DIY 用品，園芸用品，インテリア
用品を徹底的に強化し，顧客の声にもとづく
徹底した品揃えの拡充と専門知識を豊富に
持ったスタッフの増強を通じ，集客力と利益
率の向上を図ろうとするものである 9）。わか
りやすく言えば，ハンズマンの顧客第一主義
とは「自分がされて嬉しいことをお客様にし
てあげる」（大薗社長）ことである。顧客が喜
んでくれたら，それが正解であるとし，主な
顧客である「ターゲット」もあえて設定して
いない。
　
　「お客さんを的（マト）と呼ぶなんて口が裂

けてもいえない。売り手がお客さんを選ぶな

んてするべきではない。来てもらえるお客様

はみんなありがたいと考えるべきである」（大
薗社長）
　
　この方針の成果はアンケート結果からも読
み取ることができる。普通のホームセンター
で顧客アンケート調査を実施すれば，「価格が
安いから」「自宅から近いから」といった来店
理由が最上位に挙がるが，ハンズマンの場合，

「ここに来れば欲しいものが必ずあるから」「店
員が親切だから」という答えが最上位に挙が
り，「近いから」「安いから」といった理由は
最下位となっている。
　この結果の背景には，近年のホームセンター
の動向も関連する。不況に伴い，他のホーム
センターの多くが売れ残りリスクを回避する
ために，取扱商品を売れ筋商品に絞り込む傾
向にある。それに伴い，顧客が必要とする商
品がホームセンターに必ず置いてあるとは限
らないという不安と，仮にその店に無ければ，
複数の店舗をまわり探さなければならないと
いうリスクがつきまとう 10）。そのため，欲し
い商品を探す時には，必ず最初にハンズマン
に来店する。その来店客の行動は，ネジを一
個持って，「これと同じネジが欲しい」といっ
てやってくる「超」目的買いである。この顧
客の目的買いに対応できるだけの徹底した品
揃えこそがハンズマンの絶対的な強みである。
その種類の豊富さとは，例えば園芸コーナー
で扱う植物は 3000 種類，ドリルの刃だけで
2500 種類を取り揃える。現在，１つの店舗で
取り扱うアイテム数は 20 万点を超えており，
一般的なホームセンターのおよそ 5 倍である

（図表− 3）。
　この徹底した品揃えにより，「ハンズマンに
行けば必ずある」（ないものはない）を実現さ
せて，リアル店舗版のロングテールを目指す。
　
３−２.　顧客の要望を実現する圧倒的な品揃え

　顧客の要望は最大限重視するという姿勢か
ら，分解できる商品はすべて最小単位の部品
にまで分解し，1 つ 1 つの部品単位で販売する。
例えば，手袋は傷みやすさの違いから，左右
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別々の単品として販売する。ドリルビットも
0.1mm 刻みで 1 本から売られている。また，
ホースの場合，よく壊れるノズルの部分だけ
でも販売しており，要望があればその場で商
品を分解してパーツだけを売る。100 本の束
で売られているストローも袋を破り，１本か
ら販売することも辞さないという徹底した顧
客対応を実践している 11）。これは「1 袋 100
本入りで 98 円のストローを 1 本 1 円で売ると
97 円の損になるが，97 円でお客様の信頼を買
うことができる」（大薗社長）と考えているた
めである。あくまでも，購入する数や量を決
めるのは顧客であるという方針から，ハンズ
マンでは，ネジは 1 本単位で，電気コードは
10cm 単位から，園芸用の土は 1ℓ 単位から購
入することが出来る。そのため，顧客側にし
ても，必要のないものまで購入しなくても良
いという利便性がある。
　ハンズマンでは顧客に要望された商品だけ
でなく，機能やサイズ，色違いの商品などの

周辺商品まですべて品揃えしている。5mm の
クギが欲しいという要望があれば，すべての
サイズのクギを導入する。その場合，要望の
あった 5mm というサイズはほぼ間違いなく
売れるが，1mm や 20mm など，仕入れた商
品の中には売れないサイズも出てくる。全く
売れなければ次回の仕入れからは削除するが，

「仕入れてみないことには売れるかどうかわか
らない」という会社方針であるため，必ず一
度は仕入れる体制を取る。消費者の使い方に
合わなくなった商品は排除するが，基本的に
は新しい機能が付加された商品に入れ替わる
だけで，完全に取り扱わなくなる商品はほと
んどない。年間で 1 個しか売れない商品でも
販売しており，販売個数が年間に 10 個にも満
たない死に筋商品が占める割合は，全商品の
60％も占めている。業界の在庫回転率は年平
均 6 回から 7 回転であるのに対して，ハンズ
マンの場合，年平均で 4 回転程度しかなく，
大幅に劣っている。それでも定番商品から外

■図表 —— 3

圧倒的な品揃えの例（ネジ・ドリル関連）

（出所）株式会社ハンズマンより提供。
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さないことで，「ハンズマンに行けば必ずある」
という方針を徹底的に貫いている。ただし，
全く売れなくなった商品は不良在庫として抱
えないように，年に 2 回実施されるガラクタ
市で売りさばくことで，販売促進費として割
り切る 12）。現在も毎年約１万点ずつ取り扱い
アイテム数を増やし続けており，売場が足り
なくなれば増床することで，顧客の要望に徹
底的に対応する。
　ただし，ハンズマンでは，飲料やスナック
菓子などの食品や衣料は置かず，家電製品関
連の売場から冷蔵庫や洗濯機などの他の専門
店で取り扱う商品はすべて排除してきた。こ
うして排除したスペースを「ハンズマンにし
かない」商品の売場へと変えてきたのである。
　本来，ホームセンターとは住まいの専門店
であり，顧客が「ハンズマンらしさ」を感じ
るのも，その名の通り「工具売場」である。
そのため，衣食住の『住』に品揃えを絞り込む。
特に，利益率の高い DIY 領域の商品を徹底的
に品揃えする 13）。
　こうした品揃えの豊富さは顧客に新しい発
見を提供することにつながる。ハンズマンに
来た顧客は，「他店には無い珍しい商品が取り
揃えられており，それを組み合わせると新し
いものが作り出せる」「自分が作りたいものが
どんどん形になっていく」という。それが当
初の来店目的とは違ったとしても，見ている
うちに夢が膨らむという。ハンズマンが目指
すのは，顧客が理想とする住生活のためのツー
ルをいかに取り揃えるかであり，要望されて
いる商品が国内に無ければ海外にまで探しに
行き，買い付けることで必ず売場にあること
を徹底する 14）。

　このように，ハンズマンにおける顧客第一
主義とは，「住生活関連の商品を徹底的に品揃
えしていくことで，顧客の役に立ち，喜んで
もらうこと」である。これを売場で具現化し
ていくために膨大な労力と時間を投資する。
その一方で，住生活関連以外の食品や家電製
品の扱いを排除することで，同質化に向かう
他のホームセンターとの競争をあえて避けて
いる。
　
３−３.　全力で尽くしきる従業員

　顧客第一主義を実現するためには，品揃え
だけではなく，接客も重要となる。ハンズマ
ンでは特に，「説明して販売する」という方針
を取っているため，どうしても多くの接客要
員（従業員）が必要になる。またハンズマン
の 1 店舗あたりの従業員数は 100 人前後であ
り，業界平均の約 3 倍である 15）。売上高人件
費比率については約 13％で，業界平均よりも
5 ポイントほど高い 16）。全社で見ても，粗利
に占める人件費の割合は約 45％を占めている。
　特に接客が売上を左右する工具部門などで
は商品の説明に慣れた従業員の配置転換に
よって売上が 3 割も落ちることがあるという 17）。
説明しなければ売れない特性の商材を多く取
り揃えるため，ハンズマンでは人材が不可欠
な戦力であると考えている 18）。
　また，ハンズマンには，『係員呼び出しボタ
ン』が店内の至るところに設置されている。
顧客が売場で困ったとき，このボタンを押せ
ば従業員が駆けつける。他にも，『お客様工作
室』（図表− 4）というスペースがあり，無料
でノコギリやペンチなどの工具を自由に使う
ことができる。しかも，この工作室で製作す
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るモノの材料はハンズマンで購入した商品や
材料でなくても良い。そのうえ，顧客からの
要望があれば，長時間の工作であっても従業
員が作業を手伝ってくれる。
　このように，従業員は常に自分で考えて行
動し，臨機応変に対応することが求められる
ため，接客マニュアルは存在しない。
　
　「お客様の立場からすれば，欲しい商品を探

してもらえること，商品の説明をしてもらえ

ることは嬉しいこと」（大薗社長）
　「人を減らして商品を絞り込むことは，お客

様からすれば不便な店以外の何者でもない。

お客様のためになることにコストをかければ，

利益は上がる」（大薗社長）
　
　この方針を受けて，従業員は日々の接客を
通じ，顧客のために全力で尽くそうとする。
感謝の気持ちのこもった挨拶と笑顔で迎え，
顧客を目的のコーナーまで案内し，商品につ

いてのアドバイスを行う。商品を手に持った
顧客には買い物カゴやカートをすすめ，顧客
が購入した重い商品は車まで運び，送り出す 19）。
これがハンズマンの接客姿勢であり，これを
実践することが顧客第一主義の具現化のひと
つなのである 20）。
　ただし，従業員がハンズマンで一通りのこ
とが出来る人材になるまでには，入社してか
らおよそ 3 年ほどかかる。また，膨大な商品
アイテムを取り揃えるために，新規で店舗を
出店しようとしても店舗設計には半年から 1
年の期間を要する。そのため，全国から出店
要請が相次いでも，2 年間に 1 店舗のペース
でしか出店せず，他社と合併して出店を加速
させたりもしない。
　それでも遠方から来店する顧客も多い。一
般的なホームセンターの商圏が 5km 程度であ
るのに対し，ハンズマンの商圏はおおよそ
15km から 20km もあり，かなり広範囲にわた
る。顧客の約 7％から 8％は 30km 以上も離れ

■図表 —— 4

お客様工作室

（出所）株式会社ハンズマンより提供。
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た所から来店する。休日になると 100km 以上
の遠方から来店する顧客もめずらしくない。
ハンズマンでしか取り扱いのない商品も多く，
また，顧客の要望に沿いながら品揃えするた
め，いつ来ても売場が変化している。これが
何度も来店する楽しさにつながっており，特
に若い世代の来店者が増加している 21）。
　ここまで見てきたように，ハンズマンの顧
客第一主義とは，従来のチェーンストア理論
のセオリー（教科書）とは大きく異なる。通
常の経営であれば，規模と品揃え，ストアオ
ペレーションが標準化された店舗を多店舗展
開することで，需要のある地域の市場を次々
と押さえていこうとするが（cf. 石井 2012），
ハンズマンはその逆を行く。そのため，2000
年の株式上場の際，アナリストからは「無駄
な在庫が多い」「人件費がかかりすぎる」「もっ
と多店舗展開すべきだ」などと酷評された。
それだけ，従来のセオリーから大きく外れた
方針と戦略となっていたために，異端児とさ
れてきたのである。
　しかし，アナリストの酷評から 10 年が経過
した現在，ハンズマンはこの顧客第一主義で
順調に売上と利益を伸ばし続けている。つま
り，この付加価値を高める戦略は，ホームセ
ンターという業態が目指すべきひとつの正し
い姿といえるのである。
　
３−４.　世界一わかりやすい売場づくり

　顧客のために多様な商品をいくら大量に取
り揃えても，商品が売場にあることをアピー
ルできなければ取り扱っていないのと同じで
ある。特に，アイテム数が増大するほど売場
は複雑になるため，顧客が目当ての商品にた

どり着くまでに必要となる「探索努力」や「情
報探索量」は増大する。そこで，この背反す
る点を解消していくことが売場づくりにも求
められる。顧客第一主義とともにハンズマン
が目指しているのは「世界一わかりやすい店」
である。
　大薗社長がまだハンズマンの店長時代だっ
た頃，「欲しい商品の売場が見つからない」と
いう顧客からのクレームが非常に多かったと
いう。従業員に尋ねてくれる顧客には対応す
ることができるが，従業員に聞かずに商品が
ないと思い込み，何も買わずに帰ってしまう
顧客の方が多かった。実際，顧客にアンケー
ト調査をした結果で最も多かった不満は「ど
こに何があるのかわからない」という意見で
あり，店内で呼び止められる理由も「この商
品はどこにありますか」という内容がほとん
どであったという。
　これらの不満を解消するためには，商品を
探しやすく見つけ出しやすい売場にしなけれ
ばならない。そのための工夫のひとつが，入
口で全体を見渡せる「空間の広さ」と，2 階
の一番奥にある商品も見える「見晴らしの良
さ」を確保した店舗設計である。さらに，膨
大な商品群の中から目的の売場に迷わず辿り
着けること，その売場まで着いたら，次にど
ちらに行けば良いのか，その先の棚で商品群
を上手く見分けられるのか，そして最終的に，
商品にたどり着き，購買できるのか，といっ
た「顧客の店舗内購買行動とそこでの視線を
考えた導線」が緻密に考え抜かれている。新
規店舗出店において，卸売企業やメーカーに
売場づくりを依頼する同業他社は多いが，ハ
ンズマンの場合，新規店舗を出店する 1 年前
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から什器レイアウトの設計を始め，半年前か
らひとつひとつの商品について，選びやすく
買いやすい商品陳列の検討を行う 22）。この売
場のデザインは，東京の大学で建築を学んだ
大薗社長が自ら図面を設計している。様々な
工夫が店内のいたるところに具現化されてお
り，特に，光や動き・実物・色を効果的に用い，
魅力的な売場を作り出しつつ，わかりやすさ
を追求している。
　
　まず，店内に入ってすぐの吹き抜けから上
を見ると，2 階にある照明売場が目に入る。そ
こにはシーリングファンが動いている。人は
光や動きのあるものに惹き付けられるため，

「あそこに何かありそうだ」と，来店客に気づ
かせて店の奥へと誘導する。園芸売場の天井
のファンも，植物のためだけならば 2 台で済
むところをあえて 5 台も設置し，ファンの動
きが醸し出す独特の雰囲気を演出する 23）。ハ
ンズマンが考える，楽しいと感じる空間とは，
モノや色がたくさん目に入り込み，情報が流

れ込んでくる空間のことを指す。
　
　次に店内を見廻すと，他のホームセンター
と大きく異なる点がある。それは陳列棚の上
の壁面に実際の商品を貼り付けてある「実物
ディスプレイ」である（図表− 5）。
　実物ディスプレイとは実際の商品（現物）
を壁面や陳列棚の上に貼り付けているもので
ある。作業着売場であれば，作業着，手袋，
長靴，ヘルメットなどが貼り付けられている。
園芸売場であれば，大型のスコップ，手持ち
スコップ，クワなどが，工具売場では草刈り
機や芝刈り機まで貼り付けられている。その
ため，どの売場でも案内板の文字ではなく，
先に実物のディスプレイが目に飛び込んでく
る。この実物ディスプレイの色使いにも規則
性があり，カラフルで楽しい雰囲気のある商
品を配置する。しかし，この実物ディスプレ
イの目的は，単に売場を華やかにするためだ
けのものではない。「どこに商品があるのか迷
う」という顧客からのクレームは多いものの，

■図表 —— 5

ハンズマン店内の様子と実物ディスプレイ

（出所）株式会社ハンズマンより提供。
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案内掲示板や売場コーナーの「文字」を読ん
で売場を探す顧客は少なく，実際にはあまり
文字を見ていない。そこで，文字ではなく実
際の商品を貼り付けた実物ディスプレイを，
棚よりも少し高い位置に展示している。この
取り組みによって，遠くからでも欲しい商品
の売場が認識できるようになり，顧客が買い
たいものを頭で連想しながら目的の売場まで
スムースにたどり着けるようにしている。
　
　例えば，顧客がガムテープを買いに来たと
する。顧客は店内に入ると，まず売場全体を
見渡し，高いところに貼り付けられた実物ディ
スプレイを目にする。数ある実物ディスプレ
イの中からガムテープを発見すると，それを
見ながら売場に向かって進んでいく。そして，
その陳列棚まで辿り着くと，数多く取り揃え
られているガムテープの中から目当ての商品
を見つけることが出来るのである。
　こうして作られた什器や実物ディスプレイ
はすべて従業員の手作りであり，これまでに
制作した数は 1000 枚以上にも及ぶ。通常のス
チール製の什器については既製品を使用して
いるが，園芸などの木製の什器，見本の演出，
掲示や表示などは全従業員が 2 ヶ月半かけて，
すべて手作りした店舗もある 24）。
　ただし，こういった工夫で顧客を売場へ誘
導できたとしても，ある特定の商品と「関連
する商品」の両方が近くに置かれていなけれ
ば，どちらの商品も売れないという。例えば，
ノコギリの替え刃だけを集めたコーナーを
作ったとしても顧客は購入しない。ノコギリ
と替え刃の両方が同じ場所に揃っていなけれ
ば絶対に売れることはない。「店舗作りで最も

重要になるのは商品を分類すること」（大薗社
長）であり，ノコギリの横に替え刃を置くと
いう関連性をふまえた独自の分類の仕方がノ
ウハウであるという。その関連性に基づく分
類と陳列がなされているために，商品が見つ
けやすいのである 25）。さらに，延長コードな
どの使用場面が多い商品は，電気の資材売場
や照明器具売場といった複数の売場に置かれ
る。そのため，実物ディスプレイに貼り付け
る商品群はその売場を代表する商品と関連商
品が網羅されており，異なる使用場面で用い
られる商品があれば複数の売場の実物ディス
プレイに貼り付けられ，顧客の多様な連想シー
ンに対応する。これを売場づくりの主体とし
ていることで，顧客も店内で迷う割合が減っ
たという。これは各売場の収益を最大化する
カテゴリー・マネジメント 26）の重要な要素だ
ろう。
　
　色の配置や並べ方によって売場や棚の雰囲
気は全く異なって見えるため，商品陳列にお
いても色の順序や配置の仕方に気を配ってい
る。特に，色のバリエーションがある商品は
陳列の色順が決まっている。主通路や入り口
から近い順に「赤」→「黄」→「緑」→「青」
→「紫」という光の波長の長いものから順に
並べ，上下に並べる場合は上が「赤」である 27）。
光の波長が大きい色は大きく見え，光の波長
が小さい色は小さく見える。そのため，手前
に光の波長が大きい色，奥に小さい色を持っ
てくることで遠近感が助長され，売場を大き
く見せる効果があるという。特に色の鮮やか
さを演出することが可能な塗料やホビーの部
門は，あえて両方の部門を切り離して，塗料
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売場は正面奥の突き当たりに，ホビー売場は
左の奥の突き当たりに配置する。この配置に
よって，それぞれの売場に視線が行くように
なるため，来店客は自然と店の奥に向かうよ
うになる 28）。他にも，園芸売場の横断幕（バナー
と呼ばれる）の赤色も，20 通りほどの見本を
作成してから選定している 29）。こういった色
の順序と配置の法則性を重視した陳列によっ
て，カラフルで整然とした売場が出来上がり，
来店客は感動すら覚えるのである。
　
　顧客の要望に最大限応えるために，日々ア
イテム数は増え続けている。そのため，従業
員は毎日，新商品を陳列したり，廃盤商品を
除外しており，週に 400 品目から 500 品目を
新たに並べる。結果的に売場は毎日少しずつ
変化しているため，目的の商品にたどり着け
ない顧客が日々，出現する。これを解消する
ための様々な工夫が，実物ディスプレイや色
や配置の法則性の活用であり，これらの具体
的な活動を通じて「世界一わかりやすい店」
を目指している。
　そして，この「徹底した品揃え」と「わか
りやすい売場」といった，相反する目的を達
成したいというジレンマを両立する経営シス
テムが構築されている。

   ④
 経営を支える仕組み

　
４−１. 組織的マーチャンダイジング

　顧客第一主義とは，闇雲にクレームや要望
を聞き，品揃えの徹底と従業員数を単に増や
せばいいというわけではない。そこには，顧

客を第一に考えつつ，独自の経営で利益を出
せる仕組みが必要となる。その最も重要な点
は，「組織として顧客の要望を集め，それを品
揃えすることで，顧客が理想とする住生活づ
くりへの欲望を生み出すマーチャンダイジン
グ」である。ハンズマンでは，顧客の要望を
集めるためにすべての従業員が現場で懸命に
顧客の要望を聞き取る。その要望を本部で集
約し，店舗づくりや売場づくりに反映する。
そして，その売場が顧客の住生活づくりへの
欲望を引き出すことを助長する。
　顧客の要望を集めるために，特に重視され
ているものが「要望商品メモ」である（図表

− 6）。売場の担当者は，顧客からの要望をこ
のメモに細かく記録する。それらはすべて大
薗社長の下に届く。全店あわせて，毎月 2000
枚ほど集まり，顧客からの要望は 5 年間で十
数万通にものぼる 30）。こういった要望商品メ
モを大薗社長は毎日，自らチェックする。実
際に導入される要望は 6 割から 7 割もあり，
その集積が先述した毎年 1 万点ずつ増え続け
るアイテム数となるのである。要望の中には

「ピーピー音がしないピーピーケトルを置いて
欲しい」などの難題も数多く含まれるが，マ
ニアックな要望そのものがハンズマンの原動
力となる。「顧客の気まぐれが新しいヒット商
品を作り，飽きがこない店を作る」という信
念がハンズマンにはある 31）。
　
　通常，顧客からの要望は「クレーム」といっ
た目立つ意見にのみ目を向けがちであるが，
それはあくまでも顧客の要望の一部でしかな
い。ハンズマンのように従業員が積極的に顧
客の要望を聞くという意識がなければ毎月
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2000 枚もの膨大な要望商品メモが集まること
はない 32）。これらの要望を受けて，新規に導
入する商品はバイヤーの経験的判断ではなく，
その商品を実際に使う顧客へのアンケート調
査や従業員の意見などを参考に決めていく 33）。
ではなぜ，ここまでして顧客が要望する商品
を導入するのか。それは，顧客が店舗に来て
欲しい商品がなければ諦めて帰ってしまい，
二度とハンズマンにその商品を求めなくなっ
てしまうためである。
　
　「新しい商品が売れるかどうかは取り扱って

みなければわかりません。しかし，その商品

を望んでいる人，求めている人が，少なくと

もゼロでないことを表しています。私どもで

は，そのような要望をいただいたお客様は，

何十人，何百人のお客様の代表だと考えてい

ます 34）」（大薗社長）　
　
　つまり，要望商品はクレーム情報であると
考えている 35）。そして，顧客の要望を受けて
導入した商品の大半は売れ筋になっていくの
だという。また，顧客が海外の商品をインター
ネットで調べて指定してくる場合もある。そ
れは「変な客」の特殊な要望ではなく，10 人
あるいは 100 人規模の潜在的な顧客の要望で
あって，定番化できれば同業他社には無い大
ヒットにつながると考えている。
　とはいえ，ハンズマンではオリジナルの PB

（プライベートブランド）商品を積極的に展開
しようとは考えていない。なぜなら顧客は，
特定のブランドに対するこだわりを持って来
店するため，「PB 商品が欲しいなんていうお
客さんはいない」（大薗社長）と考えているた

■図表 —— 6

要望商品メモ

　　　　　　　　　　　　　　（出所）株式会社ハンズマンより提供。
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めである。
　ただし，ハンズマンが積極的に PB 商品を
開発する場合もある。それは，１）顧客の要
望に応えられる商品が今の世の中に存在しな
い場合，および，２）今の流通市場で NB（ナ
ショナルブランド）商品があまりにも高額で，
顧客が買いやすい価格にするために PB 商品
を作る場合である。実際，ハンズマンがメー
カーに製品化を持ちかけた PB 商品も少なく
ない。こういった経緯でヒットした商品の事
例として，トイレに敷く U 字型の「耳長マット」
がある。市販品のマットはどれも耳の部分が
中途半端な長さで，便器周りの汚れを受ける
マット本来の機能を果たしていない，という
顧客の要望をもとに，200 もの便器の形状を
調べ，あらゆる便器に合う形を開発したとい
う。他にも，押し入れにピッタリ収まるスノ
コは，従業員の自宅の押し入れの広さのデー
タを 1000 件集め，最適なサイズを決めたり，
シャープペンシルの頭についている小さな消
しゴムのスペアが欲しいという要望を受けて，
文具メーカーに作らせたものを大量陳列した
りしている 36）。
　いずれの場合においても，ハンズマンの PB
商品とは顧客の要望に基づき，その要望に対
して，「これまでの商品では品揃えが達成でき
ないときのひとつの手段」であり，他社が利
益を得るために設定する PB 商品とはまった
く位置づけが異なる。こうして生まれる PB
商品によって，他店との品揃えの違いをさら
に際立たせる。
　
　要望のあった商品を店舗や売場に確実に反
映するために，商品陳列を担うのが「改装課」

である。改装課とは 5 年ほど前に設置された
「商品陳列を改善する専門部署」のことである。
本社の一角にある売場シミュレーション室で
日々検討されている陳列を各店舗に反映し，
改善していく役割を持つ 37）。当初は本社スタッ
フの 3 人から 5 人の組織で 10 店舗弱を週単位
で回り，陳列を改装していたが，品揃えの更
新が完了するまでに半年以上かかっていた。
そこで 2008 年に改装課員を各店舗に１人置く
ようにした 38）。現在では店舗ごとに担当者を
4 名から 5 名ほど配置しており，複数店舗で
要望が出た商品は，翌週に店頭に並ぶように
なり，これまでよりもスピーディになった。
　顧客が要望する商品を出来るだけ多く取り
扱いつつも，個々の商品を見つけやすく陳列
するには高度な技術が必要となる。棚の高さ
や角度の変更，商品陳列の改良など，無駄な
スペースを作ることなく，多くの商品を限ら
れたスペースに分かりやすく並べなければな
らないため，陳列レイアウトの調整は数ミリ
単位で行われる。その工夫のひとつの例とし
て，引き出しの取手の陳列がある。商品を袋
に入れたまま吊り下げるよりも，商品見本を
実際に陳列棚に貼りつけることで，吊り下げ
る場合に比べて半分以下のスペースになり，
限られた売場スペースを有効に活用すること
が可能となる。同時に，顧客も実物（商品）
に触れて試したり確かめたりできるため，安
心して購入できるという利点もある（図表− 7）。
　
４−２. 在庫管理との連動

　ハンズマンは POS（販売時点情報管理）シ
ステムを導入していない。POSシステムはバー
コードが 100％貼付されていないと威力を発
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揮しないが，ハンズマンの商品はネジ 1 個か
ら取り扱うため，全商品にバーコードを付け
ようとすれば，１つ１つをパッケージに入れ
なければならなくなる。これでは結局コスト
がかさむことになり，売り手の都合で「売る
ための管理コスト」を顧客に全部転換してし
まうのと同じことになる。さらに，商品管理
と発注を POS システムに依存してしまうと，
従業員が商品に直接触れる機会が減ってしま
い，顧客の新たなニーズを引き出そうとしな
くなる。また，納入品にバーコードを義務づ
けてしまうと，バーコードで管理されていな
いユニークな商品を仕入れることが出来ない。
つまり，POS システムとそこで管理されてい
るデータに依存したマーチャンダイジングを
展開することは，「店の個性を消し，過去の売
れ筋にこだわってライバルと同質化し，価格
競争に巻き込まれるだけである」と考える。
あくまでも「これからの顧客」が欲しい商品
のデータは，社長席の横に山積みされている

要望商品メモにある。
　ハンズマンでは POS システムの代わりに独
自のシステム 39）を導入し，全ての商品を単品
管理している。各商品は全て，店の何番の棚
の何段，何列目にあるのかまで本部で把握し
ており，従業員がモバイルパソコンを持ち，
注文は 1 品 1 品の売れ行きや在庫を目で確認
しながら行う。独自の端末で，商品ごとに発
注をかける「発注点」と「発注量」を決めて
おき，在庫がその数を下回ったら自動的に発
注をかけるように設定する。これにより，年
間に何個売れるかが分かり，各店舗の適正な
在庫量も把握している 40）。仮に，適正在庫以
上を保持していたとしても，全社で在庫を融
通できる仕組みになっている。店内在庫の確
認は週 2 回実施し，従業員が持ち場を回って
確かめることで商品の場所を覚え，汚れや劣
化，売れ行きの変化にも気づくようになる。
つまり，従業員と顧客の関係は限りなくアナ
ログで，それ以外の部分は最先端の IT 化で管

■図表 —— 7

取手の陳列の様子

（出所）株式会社ハンズマンより提供。
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理しているのである。
　このように，ハンズマンは他店との同質化
に向かう POS システムをあえて用いないこと
で，従業員が常に商品と向かい合うような状
況を作り出し，その在庫状況を把握しつつ，
顧客の要望を最大限に聞き出そうとすること
で，魅力的な商品計画へとつなげる組織的な
マーチャンダイジングを実践しているのであ
る。

　４−３. 人材育成と目指すべき人物像

　組織的なマーチャンダイジングのシステム
を滞りなく実行するためには，人材育成も重
要となる。先にも述べたように，ハンズマン
では従業員が顧客の要望を聞いて本部に報告
する仕組みになっている。これを実現するに
は，彼らが売場でどれだけ顧客とコミュニケー
ションを取れるかが重要となる。説明を必要
とする商品を多く扱うために，顧客から質問
されることも多く，豊富な商品知識が必要と
なる。そのため，本部が用意した勉強会や，
取引業者の協力による勉強会を毎週行ってい
る。それ以外にも，DIY アドバイザー資格取
得の奨励や，従業員の知りたい知識にもとづ
いたプログラムもあり，担当部門だけでなく，
興味があれば誰でも参加することができる 41）。
このような取り組みを通じて，従業員は専門
知識を増やし，接客に生かすことでサービス
の質の向上を目指している。
　大薗社長は新入社員研修でも，「我々は誰か
ら給料をいただいているのか」「ハンズマンは
何を目指しているのか」という点を強調して
伝える。「給料をいただく相手はもちろんお客
様です。70 円で仕入れて 100 円で売るとした

ら，お客様にも 30 円分の利益がないと商売は
成立しない。30 円分の利益を感じていただく
のは，自分の接客であり，商品情報であり，
自分の DIY の経験からお客様に喜んでいただ
くことが必要 42）」（大薗社長）なのである。　
　人事評価において最も重要な成果である給
料は年齢や性別，勤務経験年数に関係なく，
100％全てが職能給で決まる。大薗社長が以前
勤務していた銀行を辞めてハンズマンに入社
した頃は，小学校の通知簿のような評価を自
己申告して，評定が返ってくる制度であった。
しかし，これではなぜ自分の昇給がこれだけ
なのか，何をもって良いと評価されているの
か，どの程度が普通のレベル以上なのかが曖
昧で分かりづらかったという。そこで，例えば，

「積極性を持っている人はどういうことができ
る人か」などをヒアリングしていき，従業員
全員の良いところを取り挙げていくことで，1
人当たり 250 から 300 の評価項目で構成され
る職能考課表を作っている。その項目は具体
的な数値で測定できるもの，あるいは，○か
×で評価がつけられるものであり，△の評価
はない。つまり，評価基準が明確に決められ
るということである。その中の 1 項目に要望
商品メモが含まれる。特に提出枚数（量）が
重要であり，その内容（質）も重視する。他
にも，顧客モニターからの接客評価などが評
価項目として存在しており，「顧客から喜ばれ
る人とはどういう人なのか」という目標にす
べての評価のベクトルが合わせられている。
　なお，評価結果はすべて公開しており，項
目ごとに自分よりも評価レベルの高い従業員
がわかるようになっている。こうすることで，
高いレベルの従業員に近づこうとモチベー
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ションを高め，さらに仕事を頑張るようにな
る。入社年次が同じでも年収で 100 万円以上
も差がつく場合もある。それでも詳細なデー
タを取って評価しているため，不満を言う従
業員はほとんどいないという。
　世の中の多くの小売企業が「顧客第一主義」
を理念や方針に掲げていながらも，評価は「売
上第一」とすることが多く，結局は売場効率
や販売効率を第一に考えている。しかし，ハ
ンズマンの場合，「顧客にベストを尽くす」と
いう方針だけでなく，それを実践した社員を
高く評価する制度をもつため，社員は躊躇す
ることなくこの方針で接客できる。それは結
果的に，顧客にとっても良いサービスが受け
られることになる 43）。特にインターネットの
普及によって，人と人との接点が希薄になっ
ていくなかで，接客を通じたふれあいや温か
さなどを大切にする，これが「ハンズマンら
しさ」なのである。

   ⑤
 まとめ

　ハンズマンでは，あえてターゲットを絞り
込まず，すべてのお客様が大切な顧客である
と考える。そして，POS データに基づく売上
予想と売れ筋商品への絞り込みを排除し，こ
れからの売れ筋商品は要望商品メモの中にあ
ると考え，その要望に応えるために徹底的に
品揃えする。他店と直接競合するような食品
や家電商品は取り扱わず，住生活関連の品揃
えを強化する。向くべき方向は競合店ではな
く顧客であり，その圧倒的な品揃えと，顧客
の店舗内行動を考え抜いた売場を作りだし，

従業員は顧客の要望のために全力で対応する。
これがハンズマンの目指す顧客第一主義を具
現化した店舗づくりであり，その売場を通じ
て，顧客の住生活における夢と理想を醸成し，
ライフスタイルの形成に貢献する 44）。
　しかし，こういったハンズマンの方針は，
従来のチェーンストア理論では理解されにく
い戦略である。上場した当初，アナリストか
ら酷評されたように，通常のホームセンター
であれば，知名度の高い売れ筋商品を中心に
絞り込むことで売れ残りのリスクを避け，商
品回転率を高めていくことが要求される。そ
れに合わせた取扱商品構成と売場の配置や
ディスプレイによって，出来るだけ従業員の
手間を省き，販売効率を高めていくことで，
次の出店に向けたキャッシュフローを確保し
ていくものである 45）。一方，ハンズマンのよ
うに付加価値を向上させるような販売の仕方
は，他の百貨店やアパレルといった対面販売
を中心とした業態において存在しうる。この
場合，高度な接客対応に伴い，多くの従業員
を配するため，一品ごとの価格を高めに設定
するか，あるいは，仕入れを改善して仕入原
価を合理的に低下させる必要がある。ところ
がハンズマンの場合，住生活を担うホームセ
ンターとして他社に負けない価格を実現しつ
つ，徹底した品揃えを追求するため，在庫費
用は膨大であり，仕入原価の面での合理化に
は限界がある。加えて，従業員数も多く，教
育も熱心に行うため，売上に占める人件費も
割高であり，利益を出しにくい構造にある。
　こういった高いリスクに耐えつつ，要望商
品メモを通じた魅力的な商品と売場，在庫管
理に要する時間を短縮する自動発注システム
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を活用することにより，従業員が最大限，接
客に時間を割けるように配慮する。このよう
な経営的な仕組みを通じ，来店客数の継続的
向上と高い売場効率を実現させていくことで，
高い利益率を計上しているのである。
　大薗社長という革新的経営者によるこのハ
ンズマンのビジネスモデルは，ホームセンター
という業態における同質的競争から抜け出そ
うとするひとつの新しい業態の芽であり（髙
橋・新倉 2012），これが顧客からの信頼を集め，
新しい買い物の仕方として受容され，他企業
がこのビジネスモデルを利用していくことで
普及すれば，新しい業態となっていくのだろ
う（cf. 石井 2012）。我々は今後も継続的にこ
の企業の動向を追いかけていきたいと考えて
いる。
　
＜付記＞
　本稿を作成するにあたり，株式会社ハンズ
マン代表取締役社長の大薗誠司氏には，非常
に多忙な中，インタビューを通じて貴重なお
話をお伺いすることができ，資料等もご提供
いただいた。さらに，本稿の原稿にも目を通
して下さった。ここに記して感謝の意を表し
たい。大薗氏の経営に対する強い熱意に，本
稿および我々の研究が一部でもお役に立てれ
ば幸いである。ただし，本稿における誤謬等
はすべて筆者の責に帰するものである。
　
　本研究は平成 23 年度 科学研究費 基盤（C）

研究課題番号 [235305450001]「業態として

のカテゴリー：消費者視点の業態研究」の交

付を受けて行った研究の成果の一部である。

注
1）日本ホームセンター研究所調べによる（「ホームセ

ンター欲しいを先取り」，『日経流通新聞』2012 年
2 月 8 日，1 面より引用）。

2）「ホームセンター欲しいを先取り」，『日経流通新聞』
2012 年 2 月 8 日，1 面より引用。

3）2012 年現在の店舗数である。なお，楽天市場，
YAHOO! ショッピングなどのインターネットを利
用した通信販売事業にも出店している。

4）「理念と経営」2011 年 4 月号より引用。
5）ストア・オブ・ザ・イヤーとはホームセンター業

界を驚かすようなインパクトのある店舗や，店舗
運営に大きな影響を与えるような斬新なコンセプ
トを持つ店舗，新たな試みを行う店舗などを対象
に，ホームセンター企業，商社・問屋，メーカー，ホー
ムセンター利用者の方から FAX で投票を行い決定
するものである。順位の決定は，投票獲得数を元に，
この専門誌の編集部が総合順位を決定するもので
ある（『DIAMOND　HOME　CENTER』2010 年
3 月号より引用）。

6）DIY（DO IT YOURSELF）用品は，ホビー・木製品，
建材，手工具，電動工具，金物，塗料，接着剤，
園芸資材，薬剤肥料・用土，植物，エクステリア
用品，石材などである。家庭用品は日用品，イン
テリア用品，電気資材用品，収納用品，住宅設備
用品などである。カー・レジャー用品は，カー用品，
アウトドア用品，ペット，文具商品などである（「株
式会社ハンズマン 平成 23 年 6 月期 決算短信〔日
本基準〕（非連結） 」より引用）。

7）平成 23 年 8 月 4 日付「株式会社ハンズマン 平成
23 年 6 月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 」より
引用。

8）「上場ホームセンター 22 社 決算ランキング 2011」，
『ダイヤモンド ホームセンター』2011 年 9 月号を
参照。

9）平成 23 年 8 月 4 日付「株式会社ハンズマン 平成
23 年 6 月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 」より
引用。

10）小売業者の生産活動において品揃え形成活動こそ
がその中核である。店舗における品揃えとは消費
者に対して取引費用や（情報）探索費用の節約機
会を提供することであり，それが買いやすい売場
となる（cf. 田島 1989，p.43；坂川 2007，p.53）。そ
して，こういった費用節約の実現のためには，取
り扱う商品のすべてにおいて満足できる品揃えの
実現（鈴木 1999），および，安定した品揃えを維持
することが重要となる（cf. 坂川 2007，p.54）。

11）ハンズマンには，「ハンズマン 4 倍の法則」がある。
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完成品をばらして，それぞれの部品をバラで売り
始めた翌年は前年より売上が 4 倍になるという。

12）「AERA」 2010 年 3 月 8 日号より引用。
13）「ハンズマン会社案内パンフレット」より引用。
14）バイヤーは2ヶ月から3ヶ月ごとに海外に出かけ，

展示会や様々なホームセンターを見学し，日本で
も喜ばれそうな商品や珍しい商品など，新しい商
品を仕入れてくる。世界15ヶ国，150社から4000ア
イテムを海外から直輸入している（「ハンズマン
会社案内パンフレット」より引用）。

15）「ハンズマン菊陽店」のスタッフ人数を参考にすれ
ば，その内訳は正社員が 2 割弱，フルタイム勤務
のエリアスタッフが 8 割，短時間勤務のパート・
アルバイトが 1 割弱である（「月刊需要創造」2008
年 1 月号を参照）。

16）「ホームセンター欲しいを先取り」，『日経流通新聞』
2012 年 2 月 8 日，1 面より引用。

17）「POS 使わず単品管理」，『日経流通新聞』2012 年 2
月 8 日，5 面より引用。

18）「日経ビジネス ONLINE」2009 年 11 月 19 日より引
用。

19）「ハンズマン会社案内パンフレット」より引用。
20）また，早朝からの顧客であるプロの大工や農家の

方は，仕事前の朝一番にハンズマンで資材を購入
してから現場に向かうことが多い。そのため，顧
客の利便性を考えて朝 7 時に開店し，パンとコー
ヒーも無料で提供されている。

21）さらに若い世代の顧客が増えれば，その世代の要
望に沿った商品が増えて行くことになり，ますま
す魅力が高まる（「POS 使わず単品管理」，『日経流
通新聞』2012 年 2 月 8 日，5 面参照）。

22）「ハンズマン会社案内パンフレット」より引用。
23）「月刊需要創造」2009 年 5 月号より引用。
24）3 階館の菊陽店の場合である。
25）「ハンズマン会社案内パンフレット」より引用。
26）カテゴリー・マネジメントとは，カテゴリーを戦

略的ビジネス単位として管理していくことであり，
消費者への価値提供に集中することによって業績
を改善していくことである（ハリス・佐野 2006）。

27）「日経ビジネス　ONLINE」2009 年 11 月 19 日より
引用。

28）「月刊需要創造」2009 年 5 月号より引用。
29）「月刊需要創造」2009 年 5 月号より引用。
30）「AERA」2010 年 3 月 8 日号より引用。
31）「AERA」2010 年 3 月 8 日号より引用。
32）接客を通じた組織的な顧客の要望を収集する活動

を行う利点は，1）過去の売上情報でしかない POS
情報の代用が可能になること，2）特定の顧客の声

が肥大化せず，より多くの情報に基づく品揃えが
可能になること，などである（cf. 坂川 2007）。

33）「ハンズマン会社案内パンフレット」より引用。 
34）「月刊需要創造」2009 年 5 月号より引用。
35）ただし，要望メモは単に商品に関する内容だけで

はなく，店内の改善要望も含まれている。こういっ
た顧客からの要望をすぐに実行できることは従業
員にとっても嬉しいため，従業員も自ら提案して
くるという（「月刊需要創造」2008 年 1 月号参照）。

36）「AERA」2010 年 3 月 8 日号より引用。
37）取扱商品が多様になるほど取り扱いのための技術

的コストと共に管理コストも増大する。同じスペー
スの陳列棚であっても商品を並べ，管理すること
の複雑性が増し，陳列作業にかかるコストも増大
する（cf. 坂川 2007；余田 2004）。つまり，専門性
を高めようとしても，ある規模を超えたさらなる
成長のシナリオは描きにくい（cf. 余田 2004，p.90）。
そのため，各店舗において最適な陳列を維持しつ
つ成長しようとした場合，このような改装課の存
在が非常に重要な役割を持ってくると考える。

38）「ホームセンター欲しいを先取り」，『日経流通新聞』
2012 年 2 月 8 日，1 面より引用。

39）EOB・POR システムを利用している（「ハンズマン
会社案内パンフレット」を参照）。

40）「POS 使わず単品管理」，『日経流通新聞』2012 年 2
月 8 日，5 面。

41）「月刊需要創造」2008 年 1 月号より引用。
42）「月刊需要創造」2009 年 5 月号より引用。
43）「理念と経営」2011 年 4 月号より引用。
44）買いやすい店とは，１）消費者の買物問題を店頭

が消費者に代わって処理してあげられることで，
情報探索の手間を省き，より効率的な買い物がで
きること，２）売場を通じて新たな生活を提案し，
需要が創造される情報創造が効果的に行われるこ
とである（cf. 田島 1989，p.43）。

45）小売業経営の資本の大半は商品に投下し，運用され
るものである。この経営を財務的に支えるうえで重
要な役割を演じるものに，マージン管理（gross 
margin management） と 商 品 在 庫 投 資 管 理

（inventory investment management）の２つが存
在する。そして，これらを組み合わせたものが，商
品投下資本粗利益率（GMROI）であり，売上高粗
利益率と商品投下資本回転率（在庫投資回転率）の
相乗積で示される。これは，投下資本の効率的な運
用を達成していること示すものであり，通常，この
比率を高めることが小売業におけるマーチャンダイ
ジングの基本とされている（「販売士検定試験１級
ハンドブック②マーチャンダイジング」参照）。
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