
自動車部品サプライヤーが直面する
変革の必要性と活路
#3激変する事業環境下における経営管理部門の課題と処方箋

サプライヤーにおける経営管理の必要性

地域的変化、CASE/MaaSによる変化に加え、COVID-19により、自動車業界はまさに100年に一度の変革期を迎えている。自
動車部品サプライヤー各社も“差別化につながる価値・技術開発”、“強力なコスト低減” などの対応に迫られている。これまで
単一製品のみの生産で、現行品の改善によるコスト低減に長年取り組んできた会社においても、新規事業の検討、海外へ
の販路の拡大、戦略的M&Aなど生き残りをかけた経営判断を下さなければならない状況に直面しているのではないだろうか。
しかし、これほどの産業構造やビジネスモデルの変化が起きている中、マネジメントのあり方は変わってきているのだろうか。競争
環境の拡大や複雑化の傾向が強まる中で、マネジメントのための経営管理・計数管理のあり方は、それらの変化に見合った
形への適応が十分進んでいないように見受けられる。不確実性が増す時代に適切な意思決定を下すためには、複雑化した
経営管理・計数管理をグローバル統一基準で精緻化していくための基盤構築が急務といった状況に陥っている。

COVID-19による経営管理部門への影響
Deloitteが実施したCOVID-19の感染拡大による各企業への影響の調査結果によると、大半の経営管理部門では、海外都
市のロックダウンや国内の緊急事態宣言などの影響により決算・開示業務（単体・連結業績把握、決算処理、業績予測、
決算説明会等）に遅延等の影響が生じていたことがうかがえる（図表1）。

経営・事業管理に与える影響については、5割の会社において売上高が急速に落ち込んでいるほか、子会社の業績実績集
計や見通し報告、連結業績予測の開示が遅延しているとの回答であった。COVID-19による業績把握の遅延と先行き不透
明さがあいまって経営・事業の業績管理に大きな影響を与えていることがうかがえる。次いで投資の遅延・中止の影響があった
との回答であるが、上記のような状況に置かれていることから、従前の投資計画に沿った投資の実行は一度留保し、改めて
優先順を精査し、投資管理を行っていくという姿勢が読み取れる（図表2）。

図表1 経営管理部門における具体的なオペレーション業務（Operation Finance）への影響（複数回答）

出所：Deloitte CFO Signal （2020年6月実施）

13%

11%

15%

15%

20%

33%

43%

65%

0% 20% 40% 60% 80%

その他経理オペレーションへの影響
取引先・従業員への支払遅延

SSC/BPO の業務遅延・業務停止
売掛金消込業務や請求書発送などの業務遅延

売掛金回収遅延や期日経過金の発生
購買・経費伝票審査などの業務遅延

本社の連結決算業務の遅延
国内・海外子会社の決算報告の遅延

n=72



財務領域への影響として、運転資金・手元流動性の減少、IR業務については、投資家説明会のリモート開催・延期・中止を
行った会社が多数あったことから、本決算・四半期決算の業績説明等への影響が多大だったことがうかがえる。投資家説明
会のリモート開催は多くの会社で浸透してきており、アフター COVID-19のニューノーマルにおいても開催形式の選択肢になってい
く可能性が高いと考えられる。
経営管理部門にはビジネスの意思決定の精度やスピードを上げるために必要な情報を適時適切に提供することが求められ
る。ビジネスが、経済（市場）・技術・社会・政治など様々な面の影響から変化している中では、提供する情報のあり方も変
えなくてはならない。現在のCOVID-19の状況下で特に考慮しなくてはならないのは、情報の多様性と複雑性が増す中での情
報の選別と将来の不確実性を踏まえた情報加工・分析である。
製品価値の多様化や社会創造型ビジネスに向けた多事業展開のマネジメントには、従来の自動車部品サプライヤーとしての
伝統的な管理方法（製造原価中心の利益管理、工場・製造設備中心の投資管理等）からの脱却が必要となる。

経営管理部門に期待される役割

グローバルレベルでビジネスを最適化するためには、本社がGHQ（Global Headquarters）として、マネジメントする情報の適切
な選別をしないと情報の波におぼれてしまう。不確実性が増している昨今では過去情報を分析・報告するだけでは不十分で
あり、将来の予測情報まで提示することが求められてくる。つまり、情報を正確かつ迅速に提供するだけでなく、ビジネスモデル
に合わせて、経営に直結する必要な情報を選別し、今後の戦略立案に向けた予測提言まで行うこと、いわゆる経営に対する
「攻め」の役割が経営管理組織に求められるのである。
一方で、従来からの正確かつ迅速な情報提供も必要で、それに「攻め」の役割を加えるということであり、現状のままでは人手
が不足することになる。そのため、従来の会計処理や集計作業といった単純作業は、徹底的な効率化が必要であり、いわゆ
る経営における「守り」の役割も同時に改善を継続していくことが求められている。
そして「攻め」と「守り」の役割を円滑に遂行するためには、グループ全体での定型業務を中心に徹底した間接業務の効率化
と、グループ全体での標準化された計数管理の仕組みを構築し、卓越したビジネス感覚と情報リテラシー等を有した人材を育
成することが不可欠となる。

経営管理部門の4つの顔
「攻め」の役割には、新規・既存事業の現状を見極め、最適なリソース配分や投資意思決定を支援するための投資管理や
業績管理、各組織・個人のイノベーション創出を促進する業績評価制度が必要になる。つまりは、戦略目標達成による企業
価値の向上への貢献が求められる。主にはストラテジストとしての「戦略立案への参画」、カタリストとしての「戦略実行の推
進」が期待されている（図表3）。
「守り」の役割は、企業が短期志向に陥らないよう、成長戦略やイノベーションのための目標／成果を約束し、重要株主と対
話を行うことで、株主／株価安定に繋げる戦略的なIR活動を推進していく必要があるだろう。つまりは、的確な業務遂行と企
業価値毀損の防止への貢献が求められている。主にはスチュワードとしての「統制環境の整備」、オペレーターとしての「取引処
理の実行」が期待されている。

本稿では、経営管理部門の4つの顔の中から、激変する事業環境下に対応するために必要な戦略の実行を担うカタリストと
徹底した効率化が求められるオペレーターについて、課題と解決のアプローチを詳述する。
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図表2 経営管理部門における具体的な経営・事業管理（Business Finance）への影響（複数回答）

出所：Deloitte CFO Signal （2020年6月実施） n=72
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カタリストの役割に対する課題と処方箋

カタリストの役割としては、利益管理を精緻化すると共に、予実管理や改善活動の特定をより効果的に実行することが求め
られる。すなわち、経営管理部門がファイナンスの知見を武器に、経営数値そのものの把握・予測・分析を行うと共に、それら
を通じて会社全体あるいは事業の将来像を洞察し、事業を担う人達と共に売上や収益性の改善活動に貢献することで、事
業組織・機能組織の戦略実行を支援する「攻め」の役割である。
具体的には、産業構造の変化やビジネス上の提供価値の変化に対応したKPIの再設定や、製品別ライフサイクル損益管理
の強化、数量ベース管理であるSCMに金額ベース管理も織り込んだS&OPの強化といったテーマに、事業部門と共に取組まれ
ている方々も多いのではないだろうか。

サプライヤーにおける主要課題：
当社でも上記テーマに関してクライアントと議論する機会が増えてきているが、多くのサプライヤー企業において乗り越えなければ
いけない主要課題が大きく2つあるものと捉えている。

課題①：不確実性が増す中での戦略策定から実行におけるKPI連携や業績評価への反映が不十分
一つめは、自動車業界の不確実性が高まっている現在の環境において、“戦略策定から実行におけるKPI連携や業績評価
への反映が不十分”となっている点である。ぜひ自社に当てはめて考えてみて頂きたいのだが、例えば、各部門のKPIが全社
目標と紐づいておらず部門の評価が全社の業績と連動していない、あるいは中期的な戦略に基づく投資配分や意思決定
ができていない、といった状況はないだろうか。たとえ立派な戦略を立案したとしても、実行段階における仕組みが確立されて
いなければ絵に描いた餅に終わってしまう。

課題②：系列以外のOEMへの販路拡大を志向する中で合理的な値決めや製品コスト競争力強化が困難
二つめは、グローバル市場で戦っていくための前提条件となる“合理的な値決めや製品コスト競争力強化が困難”となってい
る点である。例えば、OEMから毎期一定割合のコスト低減を要請される中で、現行品の原価低減活動だけではコスト競争
力を確保できなくなっている、あるいはそもそもグローバルの各拠点・工場の実績管理手法が異なっており、横並びでの損益
管理が実施できない、といった状況に思い当たる点はないだろうか。これまで以上に事業活動のリーン化・効率化や自社製
品の差別化が求められる中で、コアとなる原価企画・管理が脆弱なままグローバル市場で伍していくことは難しいであろう。加
えて、系列以外のOEMとの販路拡大を志向するためには、原価の見える化を前提とした合理的かつ競争力のあるプライシ
ングが不可欠である。

図表3 経営管理部門（CFO組織）に求められる4つの顔
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処方箋：
ではカタリストの役割における主要課題をどのように乗り越えていけばよいのだろうか。以下、当社が考える課題解決のための
アプローチをご紹介したい。

処方箋その1：シナリオプランニングに基づく高度な“柔軟性”と“即時対応力”を兼ね備えたPBF*1マネジメント
まず、課題①”戦略策定から実行におけるKPI連携や業績評価への反映が不十分”という課題に対しては、「シナリオプランニ
ングに基づく高度な“柔軟性”と“即時対応力”を兼ね備えたPBFマネジメント」が有効な処方箋と考えている。この取り組みに
あたって重要なポイントは、①戦略目標・施策統合、②即時連携型予算編成、③シミュレーションモデル構築の3点である。
*1：PBF：Planning, Budgeting and Forecastingの略であり、計画、予算、予測の各プロセスを指す。

ポイント①：Planningにおける戦略目標・施策統合
まず、計画策定時において、戦略目標から中計、予算展開に用いられる各種前提情報の可視化・構造化を図ることが
重要である。昨今、事業活動の多様化や需要・競合環境の複雑化を背景として、各事業や機能ごとに事業計画等の
根拠・解釈がブラックボックス化してしまっているケースが散見されるが、事業計画等の根拠・解釈の統一化を図ることで、
各事業の業績を客観的に評価できる土台を整備する効果が見込まれる。

ポイント②：Budgetingにおける即時連携型予算編成
次に、各年度の予算編成時において、地域・機能等の多様な管理軸ごとのシームレスかつリアルタイムな予算編成・調整
を実現することが重要である。昨今、クラウド型EPMの隆盛によりエクセル型予算編成からの脱却を目指す企業が増えて
きているが、予算策定期間の短縮や調整コストの削減といった定量効果のみならず、データガバナンスの向上といった定性
効果も見込まれる。

ポイント③：Forecastingにおけるシミュレーションモデル構築
さらに、期中予測時において、自動車業界においては需要・競合環境の変動が激しく、期中の予測見直しの頻発は避け
られないため、いかに効率的な予測プロセスを構築するかが重要となる。そこで、予測数値の算出方法のモデル化や、最
新データの取得・活用シミュレーションモデルを構築することによって、着地見込、実績とのかい離状況を適時に把握し、早
期に対応策の立案・実行に繋げることが可能になる。
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図表4 PBFマネジメントにおける課題と打ち手・期待効果
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処方箋その2：グローバルでの原価企画・管理プロセス共通化・製販連結損益の把握
次に、課題②“合理的な値決めや製品コスト競争力強化が困難”という課題に対しては、「グローバルでの原価企画管理プ
ロセス共通化、及び製販連結損益の把握」が有効な処方箋と考えている。この取り組みを実行するにあたって重要なポイン
トは、①製品企画段階からのコスト（原価）の造り込み強化、②グローバルでの原価管理手法の統一、③製品別グローバ
ル連結採算管理の強化の3点である。

ポイント①：製品企画段階からのコスト（原価）の造り込み強化
昨今、量産後の原価低減活動だけではグローバル競合との熾烈なコスト競争を勝ち抜くことが困難になってきている。そこ
で、OEMのみならず自動車部品サプライヤーにおいても、企業・事業の損益目標と製品別損益の整合性を確保し、目標
利益を確実に達成するため、製品企画・開発段階からコストを造り込んでいくといった原価企画体制の強化に取り組む
企業が増加してきている。

ポイント②：グローバルでの原価管理手法の統一
日本企業においては、そのお膝元たる国内拠点では精緻かつ標準的な原価管理手法を構築し日々のオペレーションを遂
行している一方で、海外拠点は拠点ごとに原価管理手法が異なり、原価の拠点横断比較や妥当性判断が困難なケー
スが多い。そこで、グローバルで原価計算手法や原単位を統一し、詳細なコスト情報を把握することで、原価低減活動に
おけるベストプラクティスを製造拠点間で共有するなど、商談における値決めの精度向上や損益判断の強化に取り組む
企業が増加してきている。

ポイント③：製品別グローバル連結採算管理の強化
グループ内の販売・製造拠点網がグローバルに複雑化していく中で、各製品の単品別損益を製販スルー（連結）で把握
し、製品の真水の収益性や競争力を分析することによって、グローバル／域内でのソーシングや仕向地最適化の検討を行
いたいというニーズは、自動車業界各社が抱える共通の課題であろう。これまでは、製品コードがグローバルで統一されてい
ない、グループ内であっても各社の自主性を重んじコストテーブルを共有していない等の理由により、製品別の連結採算管
理を実現できている日本企業は少なかったのが実態である。
しかし、今後、自動車業界における製品付加価値構造の変化が見込まれる中で、トップマネジメントによる強力なリーダー
シップやERP統合を契機として、原価要素別コストテーブルの開示や製品コードの統一に真剣に取り組む企業が増加してき
ている。
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図表5 原価企画～原価管理プロセスの全体像

原価企画の範囲 プロセス（活動） 原価情報
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*2 ゲート（通過条件や会議体）を厳格に設定
*3 トップダウン目標原価と積上式原価の併用による低減目標額設定
*4 差額原価管理に加え、絶対値原価管理の実施

*5 各機能部門を巻き込んだ全社的な低減活動実行とモニタリング
*6 コストシミュレーションとシナリオ別目標原価の履歴管理
*7 企画原価の評価
*8 次回商品企画へのフィードバック
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ここまで経営管理部門のカタリストの役割における主要課題とその解決のための処方箋について述べてきた。どの課題も乗り
越えるためのハードルは決して低くはないが、日々クライアントと接している中では、昨今の環境変化やテクノロジーの進展を背
景に各社が相当の危機感を持って動き出しているというのが実感である。さらにCOVID-19の影響により、仮にワーストシナリオに
陥った場合でも持ちこたえられる企業体力や競争力を備えているかどうか可視化し、対応策を講じたいという経営ニーズは確
実に高まっており、これまで以上に変革推進力が求められているといえよう。

オペレーターの役割に対する課題と処方箋

次に、経営管理部門の「オペレーター」としての役割について触れたい。「オペレーター」は、日常業務として、販売、購買など企
業の諸活動から流れてくる各種取引伝票を迅速かつ正確に処理し、会計帳簿を作成しつつ、業務品質やサービスレベルの
向上のために、会計業務関連のBPRを実施する「守り」の役割と位置付けられている。一見すると簡単そうな役割と思われが
ちであるが、社内リソースの確保が難しい昨今において、専門的な業務知見や最新のテクノロジー知見を用いてグループ内の経
理・決算オペレーションの不断なる効率化が求められる非常に高度で重要な役割である。

サプライヤーにおける主要課題
昨今、テクノロジーの急速な発展等を背景に、抜本的なBPRに取り組むクライアントを支援する機会が増えてきているが、多く
のサプライヤー企業において乗り越えなければいけない主要課題が大きく3つあるものと捉えている。

課題①：拠点間で会計基準、勘定科目、および会計処理ルール・プロセスが異なる
まず、拠点間で会計基準、勘定科目、および会計処理ルール・プロセスが異なることによって、データの変換や整合性の確
認・問い合わせなどが発生し、集計に時間がかかってしまい、本来時間を投下すべき分析が不十分となってしまっているケー
スである。よく「うちは特殊なことをやっているので、標準化が難しい」など、さも特別なことをしているかのように主張する声を聞
くことがあるが、他社に目を向けると支障なく標準化されていることも多い。

課題②：海外拠点における計数管理の脆弱性
次に、“海外拠点における計数管理の脆弱性”である。本社における計数管理の仕組みの強化は着手済みまたは完了して
いる一方で、海外拠点においては未だに「単純なオペレーションにおける正確性・効率性の欠如」や、「インフラ未整備による
経営者への適時適切な情報提供不足」に頭を抱えている企業が多い。特に新興国においては、人材不足やシステム未整
備の中、 J-SOXやIFRS等の制度対応により業務が多忙化し、属人的業務に頼らざるを得ない結果として、ガバナンス上の懸
念事項が生じているケースも多い。
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図表6 製品別連結原価とその活用方法
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 地域別、顧客別、チャネル別といったセグメント分析によって、より有効な販売戦略の立案と意思決定に貢献
 また、製販在の数量情報との連携（S&OP）によって、金額ベースでのサプライチェーンの最適化に貢献



課題③：テレワークでの業務環境の未整備
最後に挙げるのは、“テレワークでの業務環境の未整備”である。COVID-19の拡大に伴い、突如として既存業務のやり方を
変えなければならなかったため、書類のペーパーレス化やプロセスのデジタル化、およびテレワークに伴うセキュリティ強化が遅れ
ているのが現状ではないだろうか。今後、テレワークを前提とした“制度・ルール”、“業務・ITインフラ”といったハード面、それらを
受容する“組織風土・人材リテラシー”といったソフト面双方の改革が必要と考えられる。

処方箋：
では、オペレーターの役割における主要課題をどのように乗り越えていけばよいのであろうか。以下、当社が考える課題解決のた
めのアプローチをご紹介したい。

処方箋その1：グローバル経理業務の標準化と組織機能配置の最適化
まず、意思決定に資する情報提供を実現する経理情報の標準設計（科目設計、計上ルール）が必要である。特に、標
準設計にあたっては、グローバルで統一された業務の実現可能性を確保するため、決して本社部門だけで設計することなく、
新興国の管理レベルを加味した計数管理制度・業務ルールを必要最低限のレベルで定義することが望ましい。
また、グローバルで、コーポレート（GHQやRHQ（Regional Headquarters））、事業組織、SSC（Shared Service Center）
といった経営管理組織の機能配置が最適化されているか、あるべき姿を明確化し、各組織の担うべき役割・責任・権限を
再定義することも肝要である。

*1：SSC：Shared Service Center
*2：BPO：Business Process Outsourcing

処方箋その2：経理・財務オペレーションに対するDX推進体制構築
経理・財務オペレーションをデジタル化・自動化するために、業務プロセス、組織役割分担、ITシステムの企画・実行を一体
で推進するチームを組成し、全社プロジェクトとして取り組むことが肝要である。実際の業務は、調達から支払まで、あるいは
売上から回収まで、と部門ごとに切り離せるものではなく、経理・財務オペレーションプロセス全体での効率化を進める上で
は、End to Endで考える必要があり、部門ごとに閉じた業務範囲の中だけで効率化を推進しても期待する成果を実現するこ
とは難しい。
全社プロジェクトとして取り組むにあたっては、本社、地域統括会社、関係会社の現状の業務量調査を行うと共に、それに
基づく適正人員体制を定義しておくことが重要である。また具体的な施策立案にあたっては、最新のデジタル技術に注視す
ることが望ましく、RPA（Robotic Process Automation）はもちろんのこと、ペーパーレス、リモートワーク対応等の最近のトレン
ドも取り入れて、効率性、柔軟性、継続性のあるオペレーションを構築することが望ましい。今や、決算でさえ、リモート化を
前提としたオペレーション構築が可能となる時代が到来しているのだ。
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図表7 組織機能配置の見直し手法
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 財務構造の変革
 ケイパビリティ向上

 P/Lの明確化によるコスト管理意識の向上
 人事制度の変更による人件費単価の削減
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ここまで経営管理部門の「オペレーター」の役割における主要課題とその解決のための処方箋について述べてきた。「守り」の役
割であるものの、単にトランザクション処理の標準化・自動化によるコスト削減のみを目的と捉えるのではなく、その先には、蓄
積してきた知見／経験をベースにした業務BPR（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）の推進や外部ベンダ管理さらには経営
情報の提供といった高付加価値業務へとリソースをシフトしていくための非常に重要な役割を担っている。また、業務遂行には
最新テクノロジーの知見が不可欠となってきており、どのように人材を育成・確保していくかは中長期的な課題であろう。

おわりに

これまで、自動車部品サプライヤーの経営管理部門の「攻め」の役割の中からカタリスト、「守り」の役割の中からオペレーターの
それぞれについて課題と処方箋を述べてきたが、COVID-19の影響により不確実性が増す時代だからこそ、企業における経営
管理部門の重要性はより一層高まっている。新たな時代に向け事業を継続し、更に成長させていくための意思決定を支える
基盤となる経営管理部門の役割を今一度見直してみてはいかがだろうか。

執筆者：
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
Finance & Performance ユニット シニアマネジャー
酒井 恭平

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
Auto ユニット マネジャー
正木 健彦
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図表8 アナログ決算とデジタル決算の違い
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