
ホスピタリティ関連アドバイザリーサービス
Hospitality Advisory Services

KPMGは、ホテル・旅館・リゾート・テーマパーク・ゴルフ場・スキー場等ホス

ピタリティ産業分野におけるリーディング・アドバイザーとして、オペレーショ

ン、 マーケティングからファイナンス、 トランザクションに至るフルレンジの

サービスを提供します。

ホスピタリティ関連アドバイザリー

サービスの対応カテゴリー

●	都市型ホテル
●	リゾートホテル
●	リゾート旅館
●	スキー場
●	ゴルフ場
●	コンドホテル
●	リゾートレジデンス
●	タイムシェアリング
●	テーマパーク
●	ホテルを含む都市再開発プロジェクト
●	複合リゾート開発プロジェクト
●	観光デスティネーション再生プロジェクト

一般消費者にとって身近な存在であるホスピタリティ産業。 しかし事業としてのホ

スピタリティ産業は、多様な側面を持ち外部環境の影響を受けやすい、きわめてデ

リケートな性格を持っています。 投資用不動産としての側面、 日々の運営で利益

を生み出すオペレーショナルアセットとしての側面、地域や企業グループのシンボ

ル・ランドマークとしての側面、利用者にさまざまな経験価値を提供する舞台として

の側面、このような多面性を持つ産業特性ゆえに、この分野のビジネスを成功に導

くには、オペレーションの変化、ファイナンス市場の変化、カスタマーの変化などを

把握することが求められます。 KPMGはファイナンス ・オペレーション ・マーケティ

ングに係るシームレスな知見と豊富な経験をもとに、変化し続ける競争環境の中で

自らの競争優位を確立しようとするオーナー、オペレーター、アセットマネジャー、レ

ンダー、投資家の皆様をサポートします。

ホスピタリティビジネスを取り巻く経営環境と求められるアクション
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ホスピタリティビジネスにも、 ライフサイクルがあります。 そのビジネスがライフサイ

クル上のどの段階にあるかによって、 クライアントが直面する課題は異なります。

KPMGは、 ホスピタリティビジネスのライフサイクル全般にわたってアドバイザリー

サービスを提供しています。 クライアントが直面する以下のような各課題に対し、産

業をとりまく変化の潮流を的確に読みとり、 その意味合いを踏まえてクライアント固

有の課題に対応してまいります。

KPMGの提供するサービス

KPMG FASグループのサービス領域

ホスピタリティビジネスにも、ライフサイクルがあります。そのビジネスがライフサイクル上
のどの段階にあるかによって、クライアントが直面する課題は異なります。
KPMG FASグループは、ホスピタリティビジネスのライフサイクル全般にわたってアドバ
イザリーサービスを提供しています。クライアントが直面する以下のような各課題に
対し、産業をとりまく変化の潮流を的確に読みとり、その意味合いを踏まえてクライ
アント固有の課題に対応してまいります。

ゲストの体験を価値あるものとするためには、ホスピタリティアセットのハードウェアと
オペレーションが統一されたコンセプトのもとに設計されている必要があります。ホ
テルを例にとって見ましょう。昨今のようにブランドが多数乱立する状況では、各ブ
ランドがターゲット層を明確にし、その層の価値観にフォーカスした施設やサービス
を提供することを通して、そのホテルならではの経験価値を確立することが重要に
なっています。明確な消費者像をベースにしたライフスタイル提案力のあるホテルは、
オフィス・住居・商業などとのいわゆる複合施設においても不可欠な要素となってい
ます。
 ● プロジェクトチーム組成支援
 ● マスタープランニング・コンセプト策定支援
 ● 施設商品化基本方針策定支援
 ● デザインコーディネーション支援
 ● プロジェクト工程モニタリング支援
 ● オペレーター選定及び運営契約交渉支援
 ● 運営システム開発支援
 ● 開業準備支援
 ● FFE及び消耗性備品開発と予算策定支援

マスツーリズムの発展にあわせた大型施設、コミュニティの核としての宴会主体施設、
宴会需要の縮小にあわせた宿泊特化型・・・。施設商品としてのホスピタリティアセッ
トは、各時代の要請を反映しながら進化してきました。しかしホスピタリティビジネス
は通常、数十年にわたる稼動を前提としたものです。一過性のブームに乗るのでは
なく、商圏内ホスピタリティアセット需要の長期トレンド、既存客室ストックの分析な
どをもとに、長期にわたって競争優位を確立しうるビジネスモデルを策定することが
必要です。
 ● 立地分析
 ● 一般市場環境分析
 ● 競合市場分析
 ● 施設商品及び運営に係る与件設定支援
 ● 運営収支予測分析
 ● 投資価値分析及び適正投資額検討支援

事業化可能性調査

プロジェクトマネジメントに関する
アドバイザリーサービス

KPMG FASグループの提供するサービス

ゲストの体験を価値あるものとするためには、 ホスピタリティアセットのハードウェア

とオペレーションが統一されたコンセプトのもとに設計されている必要があります。

ホテルを例にとって見ましょう。 昨今のようにブランドが多数乱立する状況では、各

ブランドがターゲット層を明確にし、 その層の価値観にフォーカスした施設やサー

ビスを提供することを通して、 そのホテルならではの経験価値を確立することが重

要になっています。 明確な消費者像をベースにしたライフスタイル提案力のあるホ

テルは、オフィス・住居・商業などとのいわゆる複合施設においても不可欠な要素と

なっています。
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マスツーリズムの発展にあわせた大型施設、 コミュニティの核としての宴会主体施

設、宴会需要の縮小にあわせた宿泊特化型・ ・ ・。 施設商品としてのホスピタリティ

アセットは、各時代の要請を反映しながら進化してきました。 しかしホスピタリティビ

ジネスは通常、 数十年にわたる稼動を前提としたものです。 一過性のブームに乗

るのではなく、商圏内ホスピタリティアセット需要の長期トレンド、既存客室ストックの

分析などをもとに、 長期にわたって競争優位を確立しうるビジネスモデルを策定す

ることが必要です。
●	 立地分析
●	 一般市場環境分析
●	 競合市場分析
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KPMGのサービス領域



オーナーとオペレーターの分離によって、 オペレーション状況に関するアカウン

タビリティとコンプライアンスの確保が喫緊の課題になってきています。 フィナ

ンシャルコントローラー機能を中心に、 ユニフォームシステムに代表される管理

会計システムの構築とそれに見合った組織体制の再編成、 ポリシー＆プロシー

ジャーの整備を行うことは、オペレーターがオーナーに拮抗しうるポジションを得

るうえで必須であると考えられます。
●	 管理会計システムと財務コントロール機能再構築支援
●	 戦略的予測管理会計マネジメントの再構築支援
●	 ITマネジメントの構築、レベニューマネジメントの再構築支援
●	 内部統制、リスクマネジメント支援
●	 本部各運営支援機能体制の再構築

ホスピタリティビジネスの価値向上は、 オペレーターの努力によってのみ達成で

きるものではありません。 アセットオーナー自身が時代環境の変化に応じて適

宜設備への追加投資を行い、オペレーターと連携して価値保全に努めたとき、初

めてそのアセットは時代のニーズに応え続ける存在になりえます。 そのために

は、オーナーの視点からの経営状況の継続的モニタリングが必須であると共に、

時代を読む的確な目利き力が問われます。
●	 業績モニタリング支援、予算・実績差異分析及び管理支援
●	 予測管理会計導入支援、バリュードライバー分析
●	 運営収支アップサイドマネジメント支援
●	 資本的支出（CapEx）マネジメント支援
●	 リポジショニング、リブランディング、戦略的提携マネジメント支援
●	 リノベーションプロジェクトマネジメント支援
●	 投資分析
●	 ポートフォリオマネジメント支援

老朽化したホスピタリティアセットの再生局面において往々にして見られるのは、

投資家がハードウェアのお化粧直しをもって 「再生」 とするケースです。 しかし、

ホスピタリティ産業のターンアラウンドは、一般的には運営システムに係わるオペ

レーショナル・ソフトウェアの再構築と、従業員及び関係者のモチベーション向上

が特に重要となります。 昨今の顧客が求めるのは、個々のハードやオペレーショ

ン上のソフトウェアではなく、あくまでもトータルな利用体験に対する価値、いわゆ

る 「経験価値」 です。 そのホスピタリティアセットが顧客に対して潜在的に持ちう

る価値を見極め、その点を正しく伸ばす形で施設・運営システム・人材への投資

を行うことで、初めて望ましいキャッシュフローが生まれてくるのです。
●	 競合市場分析、ポジショニング分析、プロダクト診断
●	 マネジメントの再構築支援
●	 CS分析、マーケティングマネジメントの再構築支援
●	 ES/EQ分析、人財マネジメントの再構築
●	 HEOS開発調達マネジメントの再構築支援
●	 POM及び戦略的CapExマネジメントの再構築支援

不動産市況の変化と事業の専門化・高度化への対応のために、ホスピタリティ産

業の所有と経営・運営の分離が一気に加速しています。あるホスピタリティアセッ

トのポテンシャルを見抜いて的確な投資を行いうるオーナー、 そのホスピタリティ

アセットの価値を最も上げられるオペレーターの組み合わせを求めたホスピタリ

ティアセットの売買取引が今後は常態となっていくと考えられます。
●	 投資環境分析、投資リスク分析
●	 資産・投資価値分析
●	 売却（投資）戦略立案支援
●	 売却（投資）ストラクチャー構築支援
●	 ビッド（入札）プロセス管理支援
●	 財務デューデリジェンス
●	 ビジネスデューデリジェンス
●	 売買契約条件立案・検討支援
●	 クロージング業務支援
●	 ポストインテグレーション戦略立案及び実施支援

フィナンシャルコントローラー機能構築
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KPMG FASグループのサービス領域
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