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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（無料）
2016・2017年度版のご案内
自社の要員・人件費の生産性向上機会の発見に活用できるベンチマーク調査です

他社と比較した場合の自社の人的生産性のレベル・立ち位置を把握する
直間比率など、人的生産性の向上に重要なKPIの他社情報を把握する
自社の人的生産性指標の改善の方向性を探るためのインプットとする
前回・前々回の調査参加企業数はのべ600社以上―経営判断のための“使える”ベンチマークデータを提供します
的確な経営判断を行うには、広く情報を集め、分析することが不可欠です。しかしながら、これまで日本では要員・人件費
の生産性に関する有用なベンチマークデータを入手することが難しいのが実情でした。そうした中で、デロイト トーマツ コ
ンサルティングのベンチマーク調査は、前々回（2012・2013年度）・前回（2014・2015年度）調査で600社以上もの企業様
にご参加いただき、経営判断のための使える情報を提供してまいりました。

直間比率、管理スパン、
人事、経理・財務、情報
システム、内部監査の
各機能効率等の指標
データが入手可能

業種別、規模別、上場区
分別、グループ内依存
率別等の上位25%、
中位値等の指標データ
の把握が可能

2016・2017年度版より、
人事機能（HR機能全体・
採用・研修）の人数・コス
トに関するグローバルベ
ンチマーク*も可能に
*従業員規模1,000人以上（単体）の場合

要員・人件費の生産性に関するベンチマークの活用例
従来なされてきた議論

ベンチマークを活用することで・・・
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組織が以前より細分化されてきて
いて、組織運営の効率が低下し
ているのではないか･･･？
（“感覚”の域を出ない）
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直接部門比率が外部より低いこと
が明らかになり、抵抗が強かった
管理部門のスリム化に取り組む
契機になった。

従業員数

売上高

管理職の割合が外部より高いこと
が明らかになり、組織運営の効率
化余地を検証する契機になった。

調査参加企業様のみに、調査結果を集計したレポートを無料でご提供します
本調査では、下記の指標について、参加企業様からのアンケート回答結果に基づく集計データを、業種別、従業員規模別、売上高規模
別、上場区分別等に分類・整理し、レポート（約200頁）を発行しています。
また、従業員数1,000人以上（単体）の場合、グローバルベンチマーク（*以下の人事機能の指標のみ）への参加が可能となります。
本調査は、ご参加いただいた企業様にのみ集計データを提供します。集計データのみの提供・販売は行いません。

調査項目例
【全社の効率性・生産性】
• 一人当り売上高
• 一人当り売上総利益
• 一人当り営業利益
• 人件費効率 等

【要員の構造】
• 直間比率
• 管理職比率
• 管理スパン
• 人事機能・経理財務機能・内部監査
機能・情報システム機能・研究開発
機能従事者一人当り社員数
• 退職率、採用人数（率）
• 正社員比率 等

【人件費の構造】
• 間接機能全体の人件費効率
• 職階別平均給与・賞与・手当
• 全社員一人当りの左記個別機
能コスト
• 売上1億円当り経理機能コスト
• IT保守費用当り情報システム
機能コスト
• 一人当り教育研修費 等

【人事機能*】
• サービス別（HR Business
Partner、 Center of
Excellence、 Shared Service
Org）人数
• HRにかける総予算と内訳
• 採用方法
• リーダーシップ開発コスト 等

※ 間接機能および個別機能の定義については、デロイトの基準を用います。
※ 人事機能、経理財務機能、情報システム機能、研究開発機能については、従事者の内訳人数についても調査いたします。
（例：本社人事担当、部門人事担当、給与オペレーション、等）
※ 参加企業様よりご回答いただいた内容は、個々の回答内容が特定できない形ですべて集計処理いたします。したがって、特定の
企業の個別情報が他社に明らかになることは一切ありません。

調査回答・ご提出はWeb上で完結します
調査回答・提出は特設ウェブサイト上で完了します。煩わしい郵送や印刷のお手間なくご参加いただくことができます。なお、企業名、住所、お名前
といった、参加企業を容易に特定できる情報や個人情報は、お申し込み時にご入力いただくのみで、調査ご回答・ご提出に際してはすべて記号管
理いたします。

9月～10月を目途にレポートをご提供します
お申し込み後、弊社より回答方法をご案内をいたします。web上でご回答いただいた後、その時点での最新版のレポートをお送りさせていただきま
す。その後、参加企業母集団がある程度（10社～20社程度）充実した段階、もしくは半年に一度、更新版のレポートをご提供します。

お申し込み～レポートのご提供までの流れ
お申し込み受付
（現在受付中）

回答方法のご案内

調査へのご回答

レポートのご提供
（ご回答完了後2～3週間）

【お申込方法】 下記のホームページからお申し込みください

https://csrv.jp/5WBSa7
上記URLの申込みに際しては、株式会社シーベースのサービスを利用しています。ご回答頂く内容は、SSL暗号化通信により内容の保護を図っております。

本調査に関するお問い合わせは下記の窓口までお気軽にご連絡ください。
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 ヒューマンキャピタル（組織・人事コンサルティング）グループ
電話： 03-6867-8970 担当：小高康太、山田友里絵、橋本洋人
E-mail： hc_benchmark@tohmatsu.co.jp
（電話受付時間：平日10:00～12:00・13:00～16:00）
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