
 
新規事業計画書 

 
～ペットフードの輸入販売事業について～ 

 

平成30年8月○○日 

○○○社 御中 

サンプルの為、一部抜粋。 
また、数値・社名などは仮。 



１．サマリー 

• 店頭では手に入らない高機能ペットフードをネット販売で割安に提供 
• ペットフードは海外製品が強く健康管理志向が顕在化。 

• 低価格帯が支持される一方、高付加価値製品も注目。 

• 高機能な海外製品をいかに安く仕入れるかが課題。 

• 海外メーカーの新規開拓と販路拡大が成長要因 

 

• 立上げ局面の３年間は自己資金で営業利益100万円目標。 

• 成長局面の３年間で営業利益200万円目標。 

• 出口局面（６年後）では事業売却（M&A)も検討。 
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２．新規事業（輸入ビジネス） 

 

• 責任者 ○○○社  代表 ○○ 様 

 

• 経歴    ・ｘｘｘｘｘ 
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３．立上げの経緯 

 

• 事業拡大のため中長期的に取り組むべき新規事業を模索。 

• 複数の候補先のうちから本件をテスト的に始めるため中小企業
診断士のサポートを得ながら調査を開始。 

• 新規事業は○○○様の強みを活かせるほか、次のようなｼﾅｼﾞｰが期
待できる。 

  事業主として収益拡大と成長 

  貿易会社の経営ノウハウ蓄積と新たな商材獲得 
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４．商品・サービス 

 

• 米国等海外市場でペットフード・サプリメントの有望なメー
カー（代理店契約締結が前提）を探してくる。 

 

• 国内卸売業者に紹介して有利な商品仕入れを実現し販売。 
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５．ビジネスモデル 

 

 

 

 

 

 

 
                              

                            ○○様が販売（在庫は抱えず受注後仕入か 

                                      アマゾン買取販売。ＰＬ責任は契約上○○社とする。） 

 

 

US 卸 
ペットショッ

プ 

○○様 
消費者
Amazon 

輸入独占契約
代理店契約 

交渉で 

中間マージン
を削減して 
有利に仕入 

○○様 

成功報酬
得ない 

代わりに… 

物販（ＢｔｏＣ） 
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６．市場・競合 
（１）ペット市場のまとめ 
 

 

• ペット飼育頭数は減少しているが、市場規模は微増。飼い主のニーズをとらえたペット
フードは伸長。 

 

• 近年のペット業界は「室内飼育化」「小型志向」「高齢化」「肥満化」がキーワード。
飼い主の健康管理意識が高まる。 

 

• 低価格帯商品が支持される一方で栄養価や安全性等に配慮した単価が高いペットフード
が注目されている。 

 

• 統計データから推定した飼い主の1回当たり平均購入額と平均購入頻度は1,100円/回で月2
回程度。（1か月あたり購入予算額は2,200円程度） 

 

• ＥＣサイトではまとめ買いされる傾向があり、購入頻度は2か月以上に1回が約60％。 
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（２）競合のまとめ 
 

• 国内ペットフード市場は市場シェア上位を外資系メーカーが占める。 

 2015年ペットフード市場規模4,735億円 

（マース500億、ヒルズ250億、カナン200億） 

 

• 海外メーカーは健康志向に着目した高機能商品で大容量が中心。 

 総じて価格帯は高め。 

 

• 国内メーカーは機能性より商品名（ブランド）による広告宣伝中心。 

 内容量が少ないこともあり総じて価格帯は低め。 

 

• ペットフードを種類別に見ると・・・ 

 付加価値は「療法食」「自然素材」「種別/年齢別」「ダイエット」の順。 
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 ペットフードの内容量別推定価格 
 （ＥＣサイトからサンプリングした販売商品の価格の近似式による） 

0
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7,000

8,000

１㎏ ２㎏ ３㎏ ４㎏ ５㎏ ６㎏ 

療法食 自然素材 種別/年齢別 ダイエット ユニ・チャーム 

円 

傾きが大きく、価格が高いものほど高付加価
値。 

海外
メー
カー 
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 ペットフードの内容量別推定価格 
 （ＥＣサイトからサンプリングした販売商品の価格の近似式で算定） 

療法食 自然素材 種別/年齢別 ダイエット ユニ・チャーム 

１㎏ 2,432 1,821 2,180 972 965 

２㎏ 3,423 2,600 2,770 1,426 1,249 

３㎏ 4,413 3,379 3,360 1,881 1,534 

４㎏ 5,404 4,159 3,950 2,336 1,818 

５㎏ 6,395 4,938 4,540 2,790 2,103 

６㎏ 7,386 5,717 5,129 3,245 2,388 

単位：円 

トイプードルで 
1か月約3㎏弱の 

ドッグフードが必要 

表上の太字斜めの数字はサイトでの販売の中心になっている内容量の推定価格を示す。 

ヒルズ マース ロイヤル
カナン 

ロイヤル
カナン 
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（３）新規事業のポジショニング 

• ペットフードの小売チャネルは多様化。 

• 戦略は①価格帯と②商品・関係性の２軸で大まかな説明が可能。 

• 低価格で品揃え重視がＥＣサイトやＨＣ等。 

• 高価格で高機能・関係性が専門サイトや動物病院・トリミングサロン。 

• 両者の中間に位置するのがペットショップ。 

 

• 貴社の想定するポジションは高機能商品をなるべく低価格で提供販売。
（内容量を少なくして価格帯を下げることも。店頭では手に入らないもの
をなるべく安く提供。） 
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 多様化する小売チャネルと戦略イメージ 

 

 

 

 

 
品揃え、 

ワンストップ 
高機能商品、 
専門、関係性 

高価格帯 

低価格帯 

ＥＣ 

サイ
ト
（ア
マゾ
ン
等） 

ＨⅭ 

・
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パー 

ペット 
ショップ 
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サイ
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ポジション 
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７．立上げフェーズの概要 

（１）営業 

 

• 営業活動は○○○○ 

 

• フェーズ１…米国等海外のペットフードメーカーを探し 

       ○○に仲介。 

• フェーズ２…ネットショップモールに出店（アマゾン）。 

• フェーズ３…2年目からアマゾンのほかに楽天等にも出店。 
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（２）マーケティング 

 

• ターゲット・・・20～30代の独身女性 

        （ECサイトの利用に抵抗なく、ペットの 

         健康にこだわりをもつと予想。） 

 

• 製  品・・・店頭では手に入らない高機能ペットフード 

        （海外メーカー製品、自然素材等） 
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• 販売価格・・・2,200～2,600円程度/3㎏ 

       （顧客1人あたり1か月の想定購入予算額と既存商品 

        価格を勘案。） 

       （既存の海外メーカー商品に比べて割安感を醸成。） 

       （単価が高い場合は内容量で調整も。） 

 

• 販  路・・・アマゾンのＦＢＡマルチチャネルサービスを利用 

（物 流）  （自動出荷とアマゾン以外のネットショップモール 

        にも対応。） 
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（３）オペレーティング（資金調達） 

 

• 自己資金・・・100万円（自己資金） 

 

• 借入金 ・・・立上げフェーズの３年間は不要。 
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（４）財務計画（シミュレーション） 

 

① 業界慣例である定価の6掛仕入では損益がﾏｲﾅｽとなる見込み。 

  ※販売単価は2,200円、仕入原価率は60％前提。 

  ※顧客1人当りの1回の注文金額は5,500円（2.5か月分） 

 

  1年目から3年目まで営業赤字（年間） 

  限界利益（売上高ー変動費）が０となり固定費が賄えない状況。 

  コスト構造が変動費型であり薄利のため値引き販売は危険。 
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0～３Ⅿ 4～6Ⅿ 7～12Ⅿ 1～6Ⅿ 7～12Ⅿ 1～6Ⅿ 7～12Ⅿ

シナリオ1 0 15 30 50 75 100 125

1年目 2年目 3年目

売上高 1,237,500 売上高 4,125,000 売上高 7,425,000

変動費 1,237,500 変動費 4,125,000 変動費 7,425,000

限界利益 0 限界利益 0 限界利益 0

固定費 216,000 固定費 216,000 固定費 216,000

営業利益 -216,000 営業利益 -216,000 営業利益 -216,000

1年目 ２年目 3年目

顧客数（月次）

※変動比率が高く、固定比率が低いので参入障壁が低く競争が厳しい。 
※業界慣例の仕入原価6割では利益が出ない。 

※仕入原価の削減が難しく薄利多売のビジネスのため値引き販売は利幅を一層減
少させ危険。 



② 利益が出て、資金繰り上借入が不要となるのに必要な仕入 

 条件等を確認。 

  ※販売単価の引き上げや仕入原価率の引き下げが必要。 

 

[主な前提条件] 

  ※販売開始までに半年かかると仮定。 

  （海外メーカーを探す期間） 

  ※顧客は1回の注文で2～3か月分のまとめ買いをすると仮定。 

  ※売り上げはクレジットカード決済で2か月後に代金回収する前提。 
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• ［シミュレーション結果］ 

 

 1年目赤字、2年目から黒字転換、 

 3年目で営業利益 約100万円（年間） 

  ※販売単価は2,500円、仕入原価率は45％前提。 

  ※顧客1人当りの1回の注文金額は6,250円（2.5か月分） 

 

 3年間自己資金100万円で資金繰りが賄え、借入は不要。 
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0～３Ⅿ 4～6Ⅿ 7～12Ⅿ 1～6Ⅿ 7～12Ⅿ 1～6Ⅿ 7～12Ⅿ

シナリオ2 0 0 15 30 50 75 100

1年目 2年目 3年目

Ｐ/Ｌ （単位：円） （単位：円） Ｐ/Ｌ （単位：円） （単位：円） Ｐ/Ｌ （単位：円） （単位：円）

売上高 562,500 損益分岐点売上高 3,707,778 売上高 3,000,000 損益分岐点売上高 1,200,000 売上高 6,562,500 損益分岐点売上高 1,200,000

変動費 461,250 変動費 2,460,000 変動費 5,381,250

限界利益 101,250 目標営業利益 500,000 限界利益 540,000 目標営業利益 1,000,000 限界利益 1,181,250 目標営業利益 1,000,000

固定費 667,400 固定費 216,000 固定費 216,000

営業利益 -566,150 目標売上高 6,485,556 営業利益 324,000 目標売上高 6,755,556 営業利益 965,250 目標売上高 6,755,556

年次資金収支 年次資金収支 年次資金収支

-753,650 円 -113,500 円 243,050 円

自己資金 B/S（1年度末） （単位：円） 自己資金 B/S（2年度末） （単位：円） 自己資金 B/S（3年度末） （単位：円）

1,000,000 円 現金 246,350 借入金 0 246,350 円 現金 132,850 借入金 0 132,850 円 現金 375,900 借入金 0

過不足 売掛金 187,500 資本金 1,000,000 過不足 売掛金 625,000 資本金 1,000,000 過不足 売掛金 1,250,000 資本金 1,000,000

246,350 円 商品 0 剰余金 -566,150 132,850 円 商品 0 剰余金 -242,150 375,900 円 商品 0 剰余金 625,900

借入金 計 433,850 計 433,850 借入金 計 757,850 計 757,850 借入金 計 1,625,900 計 1,625,900

0 円 0 円 0 円

1年目 ２年目 3年目

顧客数（月次）



8．成長フェーズの概要 
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○○様 

卸 

US 

US 

US 

消費者
Amazon 

消費者 
楽天 

消費者 
Yahoo 

 
 

販
路
拡
大 

 
 

新
規
開
拓 



（１）立上げフェーズ後の次期3か年での目標数値（６年後） 

• 目標売上高（月商）    １０４万円（3年後見込みの1.91倍） 

 

• 目標顧客数（月当たり）  １７５人/月（３年後見込みの1.75倍） 

 

• 目標営業利益（年額）   ２０４万円（３年後見込みの2.11倍） 

 

• 海外メーカー新規開拓   ２社と契約締結仲介 

              （４、５年目各1社） 
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4年目 5年目 6年目

0～３Ⅿ 4～6Ⅿ 7～12Ⅿ 1～6Ⅿ 7～12Ⅿ 1～6Ⅿ 7～12Ⅿ 1～6Ⅿ 7～12Ⅿ 1～6Ⅿ 7～12Ⅿ 1～6Ⅿ 7～12Ⅿ

シナリオ2 0 0 15 30 50 75 100 100 115 130 145 160 175

1年目 ２年目 3年目

顧客数（月次）

単位：人 

単位：円 

1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後

売上高 562,500 3,000,000 6,562,500 8,062,500 10,312,500 12,562,500

▲変動費 461,250 2,460,000 5,381,250 6,611,250 8,456,250 10,301,250

▲固定費 667,400 216,000 216,000 716,000 716,000 216,000

営業利益 -566,150 324,000 965,250 735,250 1,140,250 2,045,250

▲法人税 -169,845 97,200 289,575 220,575 342,075 613,575

税引後営業利益 -396,305 226,800 675,675 514,675 798,175 1,431,675

新規開拓 新規開拓 新規開拓 

販路拡大 販路拡大 



（２）資金調達等 

資金調達 

• 海外出張費用（失敗リスクあり。返済義務不要な資金活用） 

 ①追加出資 

 ②小規模事業者持続化補助金（販路開拓等、原則50万上限） 

  

• 事業拡大による増加運転資金（利益返済による借入） 

 ①東京都創業支援融資（女性・若者・シニア創業サポート事業） 

 ②日本政策金融公庫 
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Appendix 
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参考１（ペット市場） 

犬猫の飼育頭数は全体で減少。 
ただし猫は増加、犬を逆転。 

背景は 

小型ペットの人気上昇
と 

室内飼育の増加。 

出所；矢野経済研究所「ペットビジネスマーケティング総覧2017年版」 
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参考２（ペット市場） 
 2015年度ペット関連総市場（末端金額ベース） 

4,735  

2,505  

7,480  

売上高（億円） 

ペットフード ペット用品 生体+サービス分野 

犬猫の飼育頭数は人口
動態や住環境から今後
も大幅な拡大は考えに

くい。 

ペット保険等新サービ
スが拡充している。 

 

ペットフード市場は成熟した
市場。全体の伸びは見込めな
い。ただし飼い主のニーズを

とらえた商品は成長。 
 

出所；矢野経済研究所「ペットビジネスマーケティング総覧2017年版」 

 

ペット用品は品目が多様化。
ペットの家族化に伴う高単価

商材は伸長。 
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参考３（ペット市場） 
 ターゲットである犬・猫の飼育頭数合計は減少傾向だが市場規模は微増。 
 栄養価や安全性等に配慮したプレミアムペットフードは伸長。 

出所；一般社団法人ペットフード協会 
「ペットフード流通量調査結果1993年～2016年」 

29 



参考４（ペット市場） 
 近年のペット業界のキーワード 

 

• 「室内飼育化」「小型志向」「高齢化」「肥満化」 

 

• 飼い主のペットに対する健康管理意識の高まり 

 

• 低価格帯商品が支持される一方で、味や栄養にこだわったフー
ドや年齢に合わせたフードなど単価が高い新製品に注目 
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参考５（ペット市場） 
 ペットショップの1回当たりの利用金額は若い年代は７～8割が1,500円以下。 
 ボリュームゾーンは700～1,500円。（全体の41％） 
 １回に10,000円以上使う利用者も全体の11％ほど存在している。 

出所；J－Ｎｅｔ21 中小企業ビジネス支援サイト 
市場調査データより「物販業 ペットショップ 1回当たりの利用金額」 
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参考６（ペット市場） 
 ペットショップの利用頻度に関しては、年配者ほど頻度が多い傾向。 
 一方、20代女性では18％が「月に2～3回以上」の頻度で利用している。 

出所；J－Ｎｅｔ21 中小企業ビジネス支援サイト 
市場調査データより「物販業 ペットショップ 利用頻度」 

32 



参考７（ペット市場） 
 統計データから推定したペットフードの平均購入金額と購入頻度 
（ペットショップの場合） 

 

（前提） 

• ペットフード市場規模 4,735億円 

• ペット飼育頭数 約1,800万頭（犬、猫） 

• 飼育者もペット飼育頭数と同数（1,800万人）と仮定。 

 

• １回当たり平均購入金額は推定1,100円（ペットショップ利用金額の
ボリュームゾーン平均） 

• 購入頻度 23.9回/年［4,735億円/（1,800万人×1,100円）］ 

      1.99回/月 
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参考８（ペット市場） 
 ＥＣサイトの購入者は全体の59％がペットフードを約２か月に1回以上の
頻度で購入。 

出所；BIGLOBEアンケート調査 
ペット専用SNS「ペットスマイル」における調査  

2013年4月25日～5月6日 
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参考９（ペット市場） 
 ECサイトの購入者は1度に購入するペットフードのサイズが「5kg以上～10kg未
満」が最も多く、店頭での購入者は「1kg以上～2kg未満」が最も多い。 
 ECサイトの購入者は、1度に購入するサイズが大きく、まとめ買いの傾向。 

出所；BIGLOBEアンケート調査 
ペット専用SNS「ペットスマイル」における調査  

2013年4月25日～5月6日 
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参考10（競争環境） 

• 日本のペットフード市場は市場シェア上位を外資系メーカーが占め
ているが、国内系と外資系の上位企業でシェア約6割。 

 

• 海外メーカーは健康志向に着目した高機能商品に特徴。 

 

• マースジャパンが世界最大手。「ニュートロシュプレモ」シリーズ
で自然素材を訴求。（国内売上約500億円） 

• 日本ヒルズ・コルゲート（米）は「サイエンス・ダイエット」シ
リーズを展開。（国内売上250億円超） 

• ロイヤルカナンジャパン（仏；マース傘下）は犬種・猫種、年齢に
合わせた栄養バランスフードを製造販売。（国内売上200億円超） 
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参考11（競争環境） 

 

• 国内メーカー大手は商品の機能性よりブランドを前面に出した
広告宣伝活動に注力。（ユニ・チャームは「グランデリ」で美
味、「愛犬元気」で栄養バランスを売りにしている。） 

 

• 国内中小メーカーは素材厳選（国産、無添加）、獣医師推奨、
アレルギー対応等付加価値をつけてやや高価格帯で販売。 
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参考12（競争環境） 
 ＥＣサイトの販売商品と価格帯等 

 

• 海外製品は概ね「高機能、大容量、食事用」が多いという傾向
が見受けられる。 

 従って総じて価格帯は高め。 

 

• 国産製品は概ね「機能はそこそこ、小容量（小分け）、おやつ
用（特に猫）」が多いという傾向が見受けられる。 

 従って総じて価格帯は低め。 
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