マであり、誰もが真摯に取り組んでいます。し

かし、短絡的なコストカットではモチベーショ

ンダウンや優位性を損なうリスクも高く、必ず

す。どのコストをどうカットすれば成果が出る
のか、具体的な手順を明らかにします。
1

に、コストに関する基礎情報を

本稿を読み進める前に、図 〜

どのコストを
カットするのか

しも期待通りの成果が出ていないのが実情で

!?

URL   https://hccfirm.net
E-mail   info@hccfirm.net

丹羽 政尊

2

多くのビジネスパーソンがコス

まとめましたのでご覧ください。
トの全体像を把握していないのが
実状かと思われます。これを契機
に、管理対象コストとしての認識
を新たにしてください。
なお、関心の高い人件費に関し
ては後述します。

着手前に３つのことを
明らかにしておく

コストカットの効果実感が乏し

●目的の適切性と目標の妥当性
いのであれば、目的や目標の検証
が必要です。
その目的は「いかなる経営環境

のコストマネジメントシステム

が他社のお手本となる優位性創

出レベル

この つは全くの別物です。

目標レベルが自社の戦略レベル

に相応しいかどうか再確認し、適

正化してください。

外注費はともかく、間接材コス

トは想像以上に品目数が多いこと

●スコ
 ープ（対象・範囲と期間）

もあり、漏れや抜けがなく全体を

靭な経営体質を確立すること」に
上高、コスト、利益の相関認識を

ですが、原則数カ月から半年程度

把握するまでに若干の手間が必要

利益 ＝ コスト」

で結果を出します。

であれば大丈夫ですが、
コスト ＝ 利益」

サプライヤーにとって最も効果

●アプローチ方針

的なアプローチが何かを見極める

ため、 つのいずれか、もしくは
言っても様々なレベルがあります。

組み合わせで交渉に臨みます。

存共栄の協働関係へと進化

②パー ト ナ ー シ ッ プ ：馴 れ 合 い、
惰性、悪しき慣習を排除し、共

え、抱き合わせ購入、共同購入

から「一括大量」発注への切替

①アグ
 リゲーション：「散発少量」

ネスモデルへと進化を遂げ、そ

・ＤＸ（デジタルトランスフォー
メーション）を経て新たなビジ

減レベル

・水道・光熱費や用紙の節約等が
中心のバックオフィスの経費削

また、ひと言でコストカットと

ることが急務です。

度、トップ自ら目的を周知徹底す

に堕ちている可能性大です。今一

であれば、目的が見失われた画餅

「売上高

「売上高

‐
‐

社員に聞けばわかります。

あり、これが浸透しているかは売

下でも、計画利益を創出できる強

2

6

「コストマネジメント」は経営の普遍的なテー
3

ヒューマンキャピタルコンサルティング
代表

e ti tl e
Th

戦略的コストマネジメント !
成功へのロードマップ
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特集企画／誰もが納得！〝コストカット〟のススメ
図 1 全産業従業員規模別コスト構造（%）

図2

産業別コスト構造（%）

図 1 補足：中小企業実態基本調査（令和元年度）によると、コストは売上原価、減価償却費、人件費、外注費、間接材コストで構成
されており、全産業とも従業員規模を問わず「外注費と間接材コスト」の合計が人件費の 1.55 〜 1.8 倍を占めることがわかります。
図 2 補足：産業別でも、人がビジネスのコアを占める産業以外では同様の傾向です。売上原価、減価償却費、人件費は既に管理が徹
底されていて削減の余地はあまりなく、無理に絞り上げると悪影響があることから、本稿では検討対象外とし、インパクトが大きい
「外注費と間接材コスト」に斬り込みます。

図3

外注費の例（間接材）

ビジネスプロセス
研究開発
設 備
MRO
セキュリティ
マーケティング
ロジスティクス
IT&通信
事務機器・消耗品
総務・施設
人 事
ユーティリティ
専門技能サービス
法 務
旅 費
会 費
工 事
車 両

費 目 例
検査機器、試薬、実験機器、理化学機器等
工場設備、無停電電源、ダクト、タンク、工事、メンテナンス等
部品、パッケージ、工場消耗品、産業ガス、金型等
施錠システム、警報システム等
印刷物、販促物、店舗・什器、広告宣伝、MICE、企画制作、アフィリエイト、リサーチ等
フォークリフト、コンベア、3PL、国内外発送、倉庫等
PC、サーバー、MFD、携帯・スマホ、タブレット、ITコンサルティング、開発、保守、ライセンス等
文房具、印刷用紙、カートリッジ、ドラム、トナー等
家具、書籍、新聞、名刺、施設管理、清掃、警備、引越、不動産・工事等
学習書籍、HRO、リクルーティング、福利厚生、保険、人的資本開発等
電気、ガス、水道等
コンサルティング、PM、監査、一般・技術派遣等
弁護士、司法書士、行政書士、会計士、税理士、社労士等
ホテル、エアライン、代理店業務等
メンバーシップ、展示会等参加費、協賛金、スポンサー等
鉄鋼、ブロック、フローリング、断熱材等
社用車、トラック、バス、トレーラー等

図 3 補足：外注費は、親会社など交渉余地が皆無な相手以外を対象とします。間接材コストは、バックオフィス、研究開発、製造、
マーケティング、営業・販売、ＩＴ、物流、顧客サービス部門なども含めたあらゆるビジネスプロセスに散在します。

③リプ
 ライシング：原価推計、構
成要素分解、市場価格調査など

による取引価格の適正化

④ベン
 チマーキング：取引価格と
市 場 価 格 の 乖 離 原 因 の 明 確 化、

定量化

⑤ＢＰ
 Ｒ（ビジネスプロセス・リ
エンジニアリング）：あるべき

業務プロセスへの製品・サービ

スごとの抜本的な改革

⑥スペ
 ックチェンジ：製品・サー
ビスの価値を毀損しない範囲内

での規格・品質の変更

自社のコスト削減額はもちろ

ん、サプライヤーの見込売上増加

分も具体的に提示できるようシミ

ュレートした上で交渉ロジックを

練り上げてください。

2021.4

コストカット方法を
具体的に決める

図 を参考に「外注費・間接材

●データ精査、ターゲットの決定

コスト一覧表」を作成し、定量化

をして、発注担当者に協力を仰ぎ

精査します。

9

3

外注費には高度専門性や社内対
応が不能で調査が難航するものも
ありますが、交渉余地がゼロの先

②対象別アプローチ方法の策定
サプライヤー・パートナー

変わることへの心
理的抵抗もあります
が、相手が気にする

性に合わせて織り交ぜた値下げロ

発注方法の見直しなどを、品目特

連業務プロセスの見

くなるかであり、関

の質と量が今より良

点はサービスレベル

ジックを構築します。相手は予め

ベンチマーキングや原価推計、

間接材コストの精査は、販売費

や唯一無二の外注先でない限り、

及び一般管理費の品目に注目しま

で、抵抗感を和らげ

直しや利便性向上な

る思慮も併せて伝

どを丁寧に説いた上

相手のビジネスモデル、競争環

え、理解と安心と協

値引き防止策を用意しているので

境、コスト構造などからウィーク

力を得ます。

当然です。

ポイントを探し出して幾つかのカ

経営トップの御旗

すが、製造原価として算定しがち

ードを用意しつつ、要求を強いる

を戴き、当該コスト

な補助材料費、工場消耗品費、消

効率的な実務の遂行には、間接

のではなく、共存共栄を図るパー

耗工具器具備品費も間接材なので

材コスト管理用ソフトウエアの活

トナーとしての付き合いを強く望

の必要性、費用対効

しは禁物で、早期から計画的に取

プライオリティ・マトリクスのプロット例

果、代替品との置換など、事実ベ

図

また、購買頻度に合わせネゴシ

むことを伝えることが重要です。

で断行するのは無意味ですから、

引先や社内との関係を損なってま

また、客観性にこだわり重要取

●削減方法の明確化

③優先順位の決定

り組みます。

ット取引ならその都度、定期購買

ースでロジカルに話し、粘り強く

タイプ、ベンチマーク、取引形

なら四半期に一度は機会を設ける

折衝してください。

態、サプライヤーの競争環境とい

エーション頻度も改めます。常に

う切り口から品目特性を明らかに

に判断し、実効性の高い優先順位

許容コストを予め算定して総合的
ク ス で 決 定 し「 Ⅰ・ Ⅱ・ Ⅲ・ Ⅳ 」

図 のプライオリティ・マトリ
せ、好条件を引き出せる機会を伺

を確定します。
に判断することに留意します。
近しい相手ほど既得権益や聖域

り組む必要があるテーマほど後回

ど、戦略策定レベルまで遡って取

ライチェーンの抜本的な見直しな

人件費削減は戦略的な最適化を

人件費の
取り扱いについて

の順に取り組み、定量的、客観的

ことで相手に適度な緊張感を持た

例えば、固定費型なら変動費化、
変動費型なら数量削減、取引価格
と 市 場 価 格・ 競 合 価 格 と の 対 比、

に斬り込むことになり、交渉を頑

課題は「Ⅱ長期取組」で、サプ

なに拒まれることもあります。

社内・系列・グループ企業

こで品目ごとの戦況はどうかなど

高くつくスポット取引なら定額使

をつぶさに把握します。

い放題、サプライヤーの競合はど

4
います。

します。

市場最低価格をリサーチし、スポ

4

①品目特性の把握

必ず計上してください。

用を推奨します。

すべて精査します。

1
2
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内部監査対象への追加、品質管理

モニタリング機能を統合します。

チできる体制を確立することがで

経営企画部門等が全体像をウォッ

できるダッシュボードを作成し、

各データをリアルタイムで把握

コストカットの
仕組み化

検査対象への組み込み、調査部門

通じて実現するのが鉄則ですが、

による市場価格リサーチ、ＩＴ部

それ以前に、以下の５つのフェー
取り組みを一過性のもので終わ

5

ズを検討しておきます。いずれも

6ヶ月〜2 年程度

本質的な検討が必須で、このプロ

・スペックチェンジ

きれば、戦略的コストマネジメン

・マネジメント
サイクルへの統合

ト体制が完成します（図 ）
。

・社内・系列・グループ

門における関連情報データベース

・プライオリティ決定

化などが必要です。

・トレーニング

・リプライシング

らせることなく、培った知見を定

・KPI 設定

・パートナー

着させることで初めてコストマネ

・サプライヤー

・削減余地の定量化

セスを経ずして拙速な削減を行う

・特性把握

・パートナーシップ

ジメント体制を構築できます。実

・アグリゲーション

・データ作成

施項目、実施頻度などを品目ごと
にまとめ、モニタリング方法も決

ネゴシエーション

と手痛い目に遭います。
①正規
 ・非正規など、雇用契約別
人材ポートフォリオの現状分析

人 件 費

※「▶」の表記はフェーズレベルであり、本来は・表記（タスクレベル）より上位階層の位置づけ

定します。

・協働パートナー

・コラボワーカー

②ＡＩ
 、ＲＰＡ、業務委託、社外
パートナーなどのＡＲ労働力の

トップ企業や競合の決算報告書

・現状把握

・ベンチマーキング

●ベン
 チマーキングに基づく
ＫＰＩの設定
を踏まえて、実効的なＫＰＩ（重

コストカット実行

活用方針の策定
③時短
 、休業、複業・副業、リモ
ートワーカーなど、働き方の多

要業績評価指標）を設定します。

・人的生産性

・総額人件費枠の算定

様化に伴う要員計画の見直し

ネゴシエーション・スキルの強

●スキルアップ・トレーニング
化、高度化、共有化は不可欠にな
ります。

事前検討・準備

・付加価値経営計画
策定プロセスへの
統合

・HR テック

④成長
 戦略の実現に資するあるべ
き人材ポートフォリオの策定
⑤業務
 ・職務の再定義と制度改革
による新ピープルマネジメント

・新コア人事制度の
確立

・要員計画

デ ー タ 解 析、 ア プ ロ ー チ 方 法、
ロジック構築、駆け引きなどの知
見を次世代に引き継ぎ、担当者が
誰に変わっても同じレベルでネゴ

・KPI 設定

・派遣会社

・配分方法

コストマネジメント
体制の確立
削減方法の
明確化
アプローチ方針

基盤の確立
これらの検討後「労働分配率」
「構成要素」
「配分比率」
「新要員
計画」
「ベア・昇降給」
「成果配分

シエートできるよう、定期的にト
レーニングをしてください。
●コストマネジメント体制の確立
実効面を考えて経営管理機能に

・労働組合

・AR 労働力を
加味した新要員計画

▶新ポートフォリオ策定

方法」の つのアプローチで、最
適化を通じた削減を図ります。誌
面の都合上アウトラインの提示に
留めましたので、詳細は別途お問
い合わせください。

1〜 6ヶ月程度

・BPR

外注費・ 間接材コスト

・付加価値目標の設定

・構成要素

▶要員計画

・成果配分

(※)

・労働分配率

▶AR 労働力活用方針

▶ポートフォリオ分析

・ベア・昇降給率

▶ピープルマネジメント

基盤の確立

2021.4
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コストマネジメント体制確立までのロードマップ
図5

6

