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「要員・人件費の生産性に関する
ベンチマーク調査＆診断 2018
年版」
第3回 サーベイの活用方法
デロイト中国

北京事務所

今野ﾠ靖秀
こん の

中国において近年人件費が高騰し、人件費の抑制が主

報告書の指標とベンチマークとの比較を通じ、自社の

ンサルティング部門は2017年10月から2018年1月にか

2． 総額人件費、人件費単価、人員数の観点から、自社

要イシューになりつつある。そこで、デロイト中国 コ

け、
「要員・人件費の生産性に関するベンチマーク調査

2018年版」の調査（以後、本報告書）を実施
した。過去2回の執筆で（2017年12月号・2018年2月
号に掲載）は「同2017年版」の結果を用いて説明をし
たが、今回は2018年最新レポート（在華日本企業92社
を含む202社のデータ）をベースに、本報告書の活用方

状況を確認し、課題の発生原因を特定する

が適切な管理をできているかを確認し、課題を特定す

＆診断

る

2．人件費の全体傾向を把握する

最初に、「売上高人件費率」を比較し、自社の位置付

法を中心に解説を行う。

けを確認する（本データは全参加企業のものであり、よ

1．今回ご紹介するアプローチ

社、生産会社など）、従業員規模別等で比較をする必要

り精緻に把握する際には、業種別、企業タイプ（統括会

本報告書では要員・人件費に関する151の指標のベン

がある）
。

次に、人員数（数）と賃金（単価）でわけて同じく比

チマークとの比較が可能であるが、その活用方法とし

較をしてみる。人員数については、
「 1人あたり売上高

のアプローチを取り上げたので、今回は2のアプローチ

数がやや多い可能性があると判断することができる。一

て、主に以下2つのアプローチが想定できる。前回は1
について解説を行う。

の指標」で比較をし、この数字が低いようであれば人員
方で、賃金については「平均給与」で比較をする。具体
的には下表1のように、調査報告書の該当指標のなかに

【報告書を利用したアプローチ】

1． 自社の経営課題、人事課題に合わせて、本サーベイ

矢印で自社の結果を当てはめて考える。

【表1 人件費関連の主要指標】
指標ID/項目
人件費率は
やや高い

人員数
→やや多い

賃金
→やや低い

1 売上高人件費率（単体）
正社員一人当り売上高

4 （単体）

正社員の平均年収

24 （月例給・賞与）

単位

自社
例

（％）

11.2%

（千元／人） 1,902
（千元）

90

25%
ile

全社

50%
ile

75%
ile

低い

9.1%

18.3%

低い

1,209

3,571

低い

107

106

4.0%

467

72

高い

高い
高い

注）100社のデータを小さい順に並べた場合に、25社目の値が25％ ile、50社目の値が50％ ile、75社目が75％ ileとなる。
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これら3つの指標を組み合わせることで、「賃金はや

や低めであるものの、人員数が多いために、総額人件費

指標として使用されるケースが多い。

が高い」などと、自社の全体傾向を把握することができ 【表2 間接機能比率（直間比率）】
る。

なお、「平均給与」は、地域や業界によって大きく水

全社

準が異なるため、別途、自社の採用マーケットに合わせ

て、精緻な報酬水準レビューを行う必要がある。また、

18.7％
35.3％

独資─日本企業

の、年5～10％程度の昇給がいまだに続いており、定期
的な報酬レビューを行わないと市場水準とのかい離が大

16.7％

独資─その他の外国企業

きくなり、従業員の離職が進んだり、従業員の採用が困

16.7％

合弁企業

難になることもあり得るため、報酬水準のレビューが日
る。

比率

独資─中国企業

中国では最近でこそ昇給率が鈍化する傾向にあるもの

本以上に求められる点、中国ならではの留意が必要とな

会社形態

17.3％

「表2」の通り、今回の調査結果によれば、在華日本

企業の直間比率は全体としては中国企業に比べ効率的で
あるものの、効率化が進んでいる企業と進んでいない企

3．直間比率を確認する

一般的に直接人員については製造会社であれば1人当

業間のばらつきがみられ、
「表3」の通り、個社単位で
みると約4割の企業の直間比率が中央値より悪いという

たりの生産台数などのKPIで厳密に管理されているが、 結果がでている。業種や企業タイプによって直間比率は
間接人員にはメスを入れていない会社が多い。続いて注

大きく異なるため、自社に合致するデータと比較の上、

員数に占める間接機能（財務・経理、人事、IT等）の従

る。ここで、直間比率が高い場合には、間接人員に効率

目すべき指標は「直間比率」である。この指標は全従業
業員の割合であり、バックオフィスの効率性を見る主要
【表3 日本企業の間接機能についての課題の可能性】
課題

間接部門の人員数が多い

自社の直間比率が適切であるか否かを確認する必要があ
化の余地があると判断できる。

指標（例）

93社中の該当比率

間接機能比率（直間比率）が高
間接機能コストが高

間接費部門の賃金が高い

39％
62％

間接機能人件費が高

41％

4．どの機能が非効率かを分析する

端に数値が悪い機能を洗い出すことができるようになっ

いるのかをブレークダウンして分析を行う。本報告書で

ているが、実際の比較の際には自社に近い業種や企業タ

続いて、主要間接部門のどの機能に非効率が発生して

は、
「人事機能」、「財務・経理機能」、「情報システム機

能」、「アドミ機能」について自社データと比較をして極

ている。本指標について、
「表4」では、全企業の50％

ile水準（比較の参考となる中央値）のデータを掲載し
イプとの比較が必要である。

【表 4 主要間接部門の効率性（正社員比率と人件費率）】

人事

財務・経理

情報システム
アドミ

全社員に占める 機能正社員比率
（当該機能正社員数÷正社員数）

総人件費に占める部門人件費率
（当該機能人件費÷総人件費）

（51）

1.8％

（80）

1.8％

（64）

0.6％

（99）

1.0％

（58）
（68）

2.9％

* カッコ内の数字は報告書における指標IDに対応している
**全社（220社）の50％ ile水準を掲載している
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（90）
（108）

3.4％
1.3％
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ここで留意しなければいけないのは、自社の数値が他

がある。優秀な人材を採用・維持するためにあえて当該

わけではないという点である。例えば、情報システムに

が、その理由を特定できない場合には人件費構造に問題

社指標より悪いからと言ってそれが必ずしも問題となる
ついては「情報インフラを強化する」というポリシーに
基づき非常に厚めに人員を配置している等、個社の戦略
を加味した分析が必要である。このように、自社数値が
悪い理由を明確に説明できる場合は逆にメスを入れる必

機能の人件費を上げている等の事情があれば問題ない
がある可能性がある。年功的な給与体系を採用してい

る、偶然その部門にベテラン社員が多い、出向者が多く
配置されている等の原因を探り当てていく必要がある。
いずれにしても、本調査結果との比較や自社分析を通

要はなく、一方、なぜこれだけの人員が配置されている

して、自社の事情を加味してもなお説明が困難な異常値

余地があるかもしれない。本報告書では、例えば人事機

題整理を実施することがポイントである。

のかが見えないという部署があれば、そこには効率化の
能であれば「採用」
「組織/要員管理・配置」
「評価」
「報

酬福利」
「教育研修」とさらに細分化した指標を掲載し

は、インパクトが大きいものから優先順位付けをし、課

ているので、仮に人事機能の数値が悪いということであ

5．最後に

のかを分析することも可能である。

的に要員構造や人件費を適切化するために、非効率が発

れば、さらに細分化し、どの機能に非効率が生じている
また、
「表4」の左側では機能別の要員数、右側では

機能別の人件費を掲載しているが、自社でも同様の指標
比較を推奨する。通常は要員数と人件費は近い指標がで
ることが予想されるが、実際は要員数指標に比して極端

今回は課題の特定までを記載した。その後は、中長期

生している機能を中心に、
「表5」の生産性向上のフレー

ムワーク（業務の個数を減らす、処理速度・品質を上げ

る、業務単価を下げる）を用い、取りうる施策を検討・

実行し、さらに効率化したのちに余剰人員を配置転換・

に高い人件費指標の出るケース（又はその逆のケース） リストラする等の対応策へと結び付けていく必要がある。
【表5 生産性向上のフレームワーク】
業務の個数
を減らす
［個］

重複を排除する
廃止する

頻度を減らす

一度に実施する
標準化する

処理速度・
品質を
上げる
［時間/個］

連携を強化する
手法を変える

システム化する

同じ場所で実施する
習熟する

配置転換する
業務単価を
下げる
［元/時間］

担当者を変える
切り出す

6．「要員・人件費の生

産性に関するベンチ
マーク調査＆診断
（参加費
2018年版」
無料）のご案内

「要員・人件費の生産性に関

するベンチマーク調査

2018

年版」の調査自体は終了してい

重複して実施している業務を集約化する

業務の特性上、絶対に不可欠のものを除き業務自体の必要性を見直す
現状の頻度で実施する必要のないものの実施頻度を見直す

ばらばらに実施している業務を一度に行うことで効率性を高める

やり方が異なる業務を標準化し、速度を向上し、質を一定に保ち、後工程の負荷を下げる

連携がなく滞っていた業務・情報の連携を強化し、迅速かつ正確に遂行できるようにする
業務の考え方やアプローチを変えることで本来達成すべき業務の質を担保する

システム化することで手作業による業務負担を軽減するとともに、正確性を担保する

遠隔地で行うことで必要以上の工数がかかっていたものを同じ場所で一緒に実施する

業務に習熟させることで、必要以上にかかっていた工数を適性化し、業務品質を向上する

担当者のスキルと業務の不整合から増大していた工数を、適切な人材を配置することで適性化
するとともに業務の質を担保する
単価の高いメンバーが実施する必要性のない業務を、他のメンバーが実施することで、
単価の
高いメンバーがより付加価値の高い業務を担えるようにする
付加価値の低いルーティーンワークを外部に移管することで自社の工数を削減する

に興味がある方には、自社データを提供いただくこと

で、無料で報告書を提供することが可能である。詳細問
い合わせ先は以下の通り。
お問い合わせ

E-mail：hcbenchmark@deloitte.com.cn
電話 ：
（ +86）10-8512-4361（平日10:00-12:00，
13:00-16:00）
※いずれも日本語、中国語、英語で対応可能

るが、ベンチマーク調査の結果
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以

上

