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─まず、会計・経営管理領域につ
いて教えてください。
岩根　クニエは、ファイナンシャル・
マネジメント・トランスフォーメーション
として、会計および経営管理に関す
る改革のご支援をしています（図1）。

会計領域では、経理および財務の業
務改革支援、経営管理領域において
は、会計数値や経営管理に関わる業

務およびシステムの設計・構築・運
用支援を、一般企業、金融業、官公庁、
学校法人、医療機関などへ幅広く提
供しています。
会計領域において、以前は決算早
期化や効率化、そのためのシステム
化などの業務改革支援が多かったの
ですが、ここ数年は、加えて RPA

や AIなど最新技術を活用し、さら
なる人員削減や効率化を求めるご相
談が増えてきました。また、経営管
理領域では、単に財務数値だけでな
く、管理上必要な非財務データの収
集とその分析手法までご相談を受け
ることも多くなりました。昨今、企
業に求められる責任が非常に大きく
なり、財務情報に加え、企業統治や
社会的責任（CSR）、知的財産など
の非財務情報を開示するようになっ
た背景があります。それに伴い企業

内部の体質も利潤追求か
ら、非財務データの管理を
強化する動きが顕著になっ
ています。
経理財務部門や経営管理
部門は、さまざまな社会要
請に応えるため、管理強化、
改革を進めなければならな
い一方、対応リソースが不

足している課題があります。そこで、
既存の定型業務を DXやシェアード
サービス化、BPOによって効率化
を図り、新たな価値創造をすること
を目的に、現在、多くの経験と専門
知見を有するコンサルタントへの
ニーズが高まっています。

─現在の人事部門の取り組みを教
えてください。
岩佐　人事部門はこれまで“戦略人
事”として現有人材や採用見込み人
材を対象に、制度改革やタレントマ
ネジメントなどの施策を推進してき
ましたが、昨今の事業環境の変化か
ら、“戦略人事”の新たな姿を描きは
じめており、大きく3つの取り組みが
進んでいます。1つ目は人的資本の
情報開示（ISO30414/30415）の

ビジネス環境が複雑化し、企業は技術活用による高度化が求められる一方、ESG/SDGs など利潤追求に留まらない社会
的新しい価値を見出すことが求められている。働き方改革や人手不足など、人員削減・効率化の矢が向く中、企業全体に
関わり経営者を支える部門として、管理／間接部門に必要な改革は何か。クニエの各分野専門家に話を聞いた。
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図 1　経理財務および経営管理のサービスメニュー

真の“戦略人事”に向けて
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導入です。これは企業価値の大部分
である無形資産の一角を占める人的
資本に対し、定量的に評価・公開す
るというものです。近年ESGやSDGs

への関心が高まったことで、各企業、
人材の側面からどのように社会貢献
できるのかが重要視されています。
2つ目は人事戦略の見直しです。従来
型の人事戦略から脱却し、「事業戦略
の複雑化」「事業の高度化・IT化とス
キル陳腐化の加速」「人材不足と人材
余剰の同時進行」「働くことの価値観
の変化」などの環境の変化を踏まえ
た新たな人事戦略をたてることが重
要です。3つ目がHR-Tech活用の拡
大です。これは要員・人件費計画や
組織・社員のモニタリングなどをよ
り高度化することと、人事業務やタ
レントマネジメント関連のセルフサ
ービスなどをより効率化するという
二側面があります。これらの3つの
テーマは、いずれも戦略、制度、業務、
HR-Techの個別対応に終始してしま
うと失敗に終わります。真の“戦略
人事”となるには、経営、事業、現状
を踏まえたHR-Techの総合的な取
り組みを推進していくことが重要で
す。クニエでは、人事部門の戦略策
定から、制度設計、人事業務改革、

くの従業員が接点をもつ業務です。
人手不足や人材流動の高まりを受
け、効率化とともに EXを向上するこ
とで、従業員満足度向上、エンゲー
ジメント強化を図ることは、企業成長・
変革のカギとなります。テレワークが
普及し、働き方の多様性は今後もさ
らに広がると想定され、企業によって
は、どの国、どの時間でも従業員が
快適に間接業務サービスを受けられ
る環境を整える必要が出てきます。
従来の対面や人手ではなく、システ
ムを介した間接業務サービスや AIに
よる従業員サポートなどが求められて
くるでしょう（図 3）。また、間接部
門の人員・組織配置も変わる必要が
あります。これまでは経理部・人事
部など業務領域ごとの組織体制で
あった管理／間接部門も、企画業務
と定常業務といった業務特性に応じ
た組織分離、組織横断でのワーク
シェアリングを導入し、IT高度化に
よる必要人員の縮小や少子高齢化に
よる人員不足を見越した柔軟な組織
配置へと見直す時期に来ています。
クニエでは、会計・購買・人事・

総務といった全ての間接部門におい
て、経営アジェンダに資する業務変
革のお手伝いをしています。

HR-Techの領域で、構想策定、設
計、構築、運用まで全フェーズの
ご支援を行っています（図2）。

─間接部門全体の動きはい
かがでしょうか？
坂本　日本企業を取り巻く環境
の変化として、少子高齢化や若
年層の大企業離れによる人手不
足は深刻な課題となっています。

働き方改革の推進やコロナ禍でのリ
モートワーク推奨により、1人あたり
の労働時間適正化も加速しました。
クニエでは、ビジネス・トランスフォー

メーションとして、管理／間接業務の
最適化のご支援をしていますが、こ
こ数年、間接業務スリム化に向けた
全社改革や、将来的な人員不足を
見据えた人員・組織配置の最適化へ
のご相談が急増しています。これ
は、多くの企業において、従来の
管理／間接業務の進め方、人員・
組織配置では、企業運営として立
ち行かなくなってきたことがありま
す。今後の企業成長に向けて、
管理／間接業務には EX（従業員
体験）高度化という攻めの一手が
必要となっています。EXとは従業
員が働くことを通じて得る体験を指
しますが、会計・購買・人事・総
務といった間接部門の業務は、多
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図 2　組織・人材マネジメントソリューション

図 3　EX高度化に向けた間接業務サービス

今、求められる間接業務変革
～ EX高度化と組織変革～


