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1．はじめに
近年、中国事業を取り巻く環境は厳しさを増し

ており、外資系企業の多くがほぼ共通の悩みを抱
えている。とりわけ、中国進出企業における人材
の採用・確保の難しさ、人件費の高騰、そして材
料・部品など生産財価格の上昇などは、中国に生
産拠点を構え、事業を行う企業に深刻な課題を突
きつけている。

ジェトロが 2010 年 8 月から 9 月にかけて実施
した『在アジア・オセアニア日系企業活動実態調 
査』1 に基づき、在中国日系企業の「経営上の問
題点」をみると、「従業員の賃金上昇」が第 1 位で
あり、また、製造業企業の「生産面での問題点」

をみると、問題点のトップ 5 は、「調達コストの上
昇」「品質管理の難しさ」「原材料・部品の現地調
達の難しさ」「限界に近づきつつあるコスト削減」、
そして「電力不足・停電」である。

2011 年 1 月中旬、韓国のある経済紙が海外進出
企業支援策に関する社説を掲載したことがあ 
る 2。特に、中国に進出した韓国企業が「留まる
べきか、戻るべきか」で悩んでいるという記事は、

「がんばる韓国企業」のイメージとは別の側面を浮
き彫りにした。

コストの削減は中国事業に携わるすべての企業
にとって最も重要な課題の一つである。企業が、
コスト上昇要因の重みを噛み締めながら、持続的
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なコスト削減を追求するために今何をなすべき
か？

筆者は、中国現地法人の企業経営において、コ
スト削減を実現するためには、次の四つの課題に
取り組むことが重要だと考えている。すなわち、
①在庫の削減、②物流コストの削減、③売掛金の
早期回収、そして④業務改革である。

本稿では、最も大きなコスト削減効果が期待で
きる在庫管理の改善を主題として取り上げる。そ
して、具体的な業務の改善を検討するため、電子
部品などのハイテク生産財に焦点を絞り、中国の
日系企業における在庫管理の問題点と実務遂行上
の留意点について言及する。

2．中国事業におけるコスト削減の重要な領域
（1）統合型業務の重視とSCMの改善

市場経済への漸進的移行は、中国の企業組織の
在り方にも変化をもたらしている。市場の変化に
基づき、販売見通しや生産計画を変え、これらに
基づき材料・部品などの調達の数字を変えていく
という経営マインドが中国の企業においても徐々
に浸透し、こうした姿勢を具体化するための企業
の組織が形成されている。

市場のメカニズムや市場の変動に対応できる企
業組織の構築は、中国的な環境のなかで事業を行
うすべての企業にとって重要な経営課題である。
とりわけ、企業の基幹部門が、相互に連携をとり
ながら、統合型の業務遂行を図ることは、コスト
削減の成否を決めるものであると言ってもよい。

日本ではサプライチェーン・マネジメント（以下、
SCM と記す）は、ビジネスの世界で一般的な言葉
として定着している。サプライチェーンは、企業
の壁を越えた商品の供給に関わるすべての業務の
連鎖を指す。SCM は、調達、生産、流通、販売な
どのサプライチェーン全体の流れを管理すること
で、全体の最適化を図り、リードタイムの短縮、
在庫削減、キャッシュフローの改善などの経営効

率を改善すると同時に、顧客満足度の向上を実現
する経営手法である。

中国事業においても、企業にとって効率的なサ
プライチェーンの構築を目指すと同時に、業務の
仕組みづくりの観点から常にサプライチェーンの
在り方を見直すことで持続的なコストの削減を図
りたい。

（2）コスト削減の重要な領域
中国に進出した企業を取り巻く全般的な事業環

境と企業各社における現時点での統合型業務構築
に向けた取り組みの状況を考えると、今後更なる
コスト削減を実現し、競争優位を確保するために
は図表 1 に示すような領域における業務の改善が
重要である。

本稿で取り上げる在庫管理は、中国進出企業の
基幹業務のなかで最も難度の高い業務の一つであ
ると同時に、最も大きなコスト削減効果が期待で
きるという意味で重要な業務分野である。物流コ
ストの削減と売掛金回収の促進については、別の
機会に考察したい。なお、中国進出企業における
情報システムの活用については以前、『経営セン
サー』で取り上げ、論じたことがある 3。

図表 1　コスト削減の重要な領域

• 在庫の削減
‒ 受注予測・需要予測の精度
‒ 部門間の連携：生産部門、調達部門、販売部門など
‒ 情報システム化

• 物流コストの削減
‒ 物流・商流の改革
‒ 難しい問題：「しがらみの世界」

• 売掛金回収の促進
‒ 売掛金100％回収
‒ 遅れの防止

• 徹底した業務改革
‒ 重点プロジェクトの組織化と推進

出所：筆者作成

3  拙稿「中国進出企業における情報システムの活用」、『経営センサー』No.94、2007 年 7 月。
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一般的に言えば、電子部品などの量産型生産財
の分野においては、顧客企業が生産・販売する電
子機器を取り巻く市場環境が変化することにより、
顧客企業における生産財需要の見通しや発注計画
などが頻繁に変更される。従って、受注予測と需
要予測の精度の向上が在庫管理の改善にとって大
切になる。

こうした環境変化の要因に加えて、中国の生産
財ユーザーにおいては次のような要因の存在が在
庫管理を一層難しいものにしている。まず、中国
の外資系企業が顧客の場合には、顧客企業の本国
の事業所におけるグローバルな生産計画の変更が
中国の生産拠点の生産計画に予期せぬ変化をもた
らすことが多いことが問題だ。次いで、中国地場
企業が顧客の場合には、顧客企業の経営管理・業
務管理能力の低さに起因する生産財需要の変動が
事業リスクの一つとして存在するということが問
題として挙げられよう。

3．	中国現地法人における在庫管理の問題点と
実務遂行上の留意点

（1）在庫管理の基礎
①在庫保有の意味

「在庫は諸悪の根源である」という言葉は、筆者
が香港の地域本社をベースに、香港、中国大陸、
そして韓国における販売とサービスの業務に携
わっていた頃のセリフである。油断していると、
在庫は一気に膨らむ。できれば在庫は持ちたくな
い。

しかしながら、今の世の中で普通のことを普通
にやっていたのでは厳しい競争には打ち勝てな
い。この意味では、在庫の保有により非価格競争
力の面における顧客サービスの強化を図ることは
重要である。

顧客企業のベンダー企業評価に目を転じてみる

と、例えば、米国のエレクトロニクス関連企業は、
電子部品などのハイテク生産財ベンダー企業の評
価を定期的に実施するケースが多い。もちろん、
中国の米系エレクトロニクス関連企業の多くはベ
ンダー企業の評価を行っている。

顧客企業によるベンダー企業の評価は、技術、
品質、顧客対応、納期、価格などの領域における
サポートの評価に基づき行われる。もちろん、納
期サポートは極めて重要な評価項目の一つであ
る。ベンダー企業のパフォーマンスの良し悪しは
顧客企業のベンダー企業への発注行為に大きな影
響を及ぼすことは言うまでもない。

②在庫の種類

在庫には、保有の形態によって、材料・部品在
庫、仕掛品、そして完成品在庫など幾つかの種類
がある。在庫の場所は、例えば、日本の工場、中
国の工場、販売会社、リモート倉庫 4 など広範囲
にわたる。また、日本を含めた海外の工場から出
荷された輸送途上もしくは通関中の材料・部品に
ついても注意を払っておく必要がある。

③在庫の水準

在庫の水準は市況、需給状況、競争環境などに
より変動する。また、同じ生産財の範疇に属する
製品であっても、業界の違いや個別企業の財務的
な体力の違いなどにより、在庫保有の考え方や在
庫の持ち方が変わる。

企業経営の観点から考えると、どの程度の在庫
が持てるのかについては、それぞれの企業が生み
出すキャッシュフローが関係している。そして、
企業のキャッシュフローの構造には、例えば、買
掛金の支払い期間と売掛金の回収期間などが関係
している。

4   近年、中国においても顧客企業が指定するリモート倉庫（保税倉庫）に在庫を持つことが日常的なオペレーションになっている。
このようなオペレーションにおいては、商品の供給者は、例えば顧客の需要予測に基づき、商品を顧客の指定するリモート倉庫
に搬入する。この時点では商品の所有権はベンダー企業に属する。ベンダー企業は、顧客の発注に基づき商品を出荷し、顧客に
請求書を送る。
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④在庫管理の基本は数値管理

前述のように、在庫には材料・部品在庫、仕掛
品、完成品在庫などさまざまな種類があり、また
在庫の保管場所は生産部門、販売部門、流通部門
などさまざまな部門にわたる。

こうしたことに加えて、製品そのものが持つ特
徴に起因する問題もある。ここでは、ハイテク生
産財の代表である半導体製品を例に取り、問題の
特徴について言及する。

まずは、製品の種類の圧倒的な多さに起因する
在庫管理の難しさということが挙げられる。次に、
製品の特性の違い（標準品、セミカスタム品、そ
してカスタム品）に伴う受注・発注業務と在庫オ
ペレーションの難しさということがある。とりわ
け、標準品もしくは大量生産品の領域での価格変
動対応やカスタム品の領域での需要変動対応にか
らみ、深刻な在庫問題が発生することが多い。

従って、電子部品などのハイテク生産財の在庫
オペレーションと在庫管理においては数値管理が
欠かせない。

（2）在庫管理の問題点
①日常業務の問題点の洗い出し

情報システムの導入に際しては、基幹業務を見
直し、日常的に進めている業務の問題点を洗い出
すことが重要である。日頃行っている業務を職場
のスタッフと一緒に見直したことのある読者諸氏
のなかには、基幹業務のさまざまな領域で問題が
噴き出しているのを目の当たりにし、「今まで自分
たちは一体何をしていたのか」と感じたことのあ
る方もおられると思う。

②在庫管理の問題点

近年、中国の外資系企業では「輸出中心のビジ
ネス」から「輸出ビジネス・国内販売ビジネス」
へと事業構造が変化している。従って、中国の外
資系企業のサプライチェーンは次第に複雑化して
おり、SCM の難度も高くなりつつある。

本稿の主題である在庫管理は、生産部門のみな

らず、販売部門、流通部門を含めたサプライ
チェーンのさまざまな業務領域で重要度を増して
いる。図表 2 は、電子部品などのハイテク生産財
の供給企業における在庫管理の問題点について例
示したものである。以下、重要と思われる点につ
いて簡単に触れる。

一番目の問題は、在庫管理における販売部門の
役割に関するものである。在庫管理が生産部門の
業務だと考えることは一面的な見方である。なぜ
ならば、取引先の顧客から製品の注文があり、企
業の業務オペレーションのサイクルが始まるから
である。企業における受注業務は生産計画や在庫
水準に大きな影響を与えるので、販売部門の受注
予測の精度向上と受注業務の改善が大切である。

しかしながら、企業の販売組織で営業業務に従
事する者にとっては、顧客情報が営業担当者の大
切な財産だというところに問題の難しさが隠され
ている。営業業務を行う者が、顧客情報を武器の
一つとして、企業組織の内外でコミュニケーショ
ンを行うことは、洋の東西を問わず、普遍的な現
象だろう。重要なことは、販売部隊が入手する顧
客情報を会社としてどのように蓄積し、会社全体
でいかに活用するかということである。

図表 2　在庫管理の問題点

• 販売部門の問題
‒ 受注予測・需要予測の精度の低さ

• 調達部門の問題
‒ 販売部門との連携不足
‒ 発注者の利権

• 会社全体の問題
‒ 生産、調達、販売、財務・会計などの部門間の連携不足
‒ 可視化問題：在庫がどこにどれくらいあるかがみえない
‒「業務の仕組みづくり」と情報システムの活用

出所：筆者作成

二番目の問題は、企業の調達部門の問題であ
る。ここでは、調達部門の発注業務が、特に、販

中国ビジネスと在庫管理
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売部門の営業チームなどとどの程度連動して行わ
れているかが問われる。また、発注権限者が利権
意識を持ちやすいことは一般的に指摘されてい
る。中国における企業の現場では、発注者の利権
の横行への企業経営者の対応は、企業倫理の維持
とコーポレート・ガバナンスの確保の観点からみ
て、大変重要な課題である。

三番目の問題は、会社全体の運営に関わるもの
である。企業の内外の環境を視野に入れ、サプラ
イチェーン全体の動きをみながら、経営判断を行
うことが基本である。このような視点に立ち、電
子部品などのハイテク生産財を念頭に置いて在庫
管理を考えると、やはり顧客企業における実需（実
際の需要）の把握が SCM の基底になければなら
ないことが分かる。企業の現場では、生産部門、
調達部門、開発設計部門、販売部門、財務・会計
部門などが一堂に会し、日常の業務の状況につい
て意見交換を図ると同時に、さまざまな調整を行
うことが重要である。もちろん、このような連絡
会議の場にはグループ会社などが参加することが
必要であろう。

在庫がどこにどれくいらいあるかが見えるよう
になっているかどうかが在庫の可視化のポイント
である。日本の事業所においては立派な情報シス
テムを構築している日本企業でも中国拠点ではま
だエクセルによる在庫の集計を行っている企業が
多いと聞く。また、中国の現地法人で、せっかく、
ERP パッケージ（統合基幹業務システム）を導入
していても、個々の職場のスタッフは常日頃慣れ
親しんだエクセルで在庫データの集計とそれに基
づく管理をしてしまうことが多いのではなかろう
か。

筆者は、エクセルの使用が悪いことだとは思わ
ない。重要なことは、次の「実務遂行上の留意点」
のところで述べるように、在庫の削減を強く意識
した業務の仕組みがどのような形で構築され、ま
た、業務の仕組みが職場にどの程度定着している
かである。

（3）在庫管理の実務遂行上の留意点
中国における企業経営においては、事業環境の

さまざまな側面で不確実性が高く、オペレーショ
ン上のリスク管理は極めて重要な業務である。と
りわけ、本稿で取り上げている在庫管理は企業の
基幹業務のなかでも最も難度が高く、会社幹部が
取り組みの基本姿勢を明確な形で示し、着実に業
務処理の水準を上げて行かなければならない領域
の一つである。

ここで、在庫管理実務の遂行に当たって留意す
べき事項をまとめて例示すると、図表 3 のように
なる。

図表 3　在庫管理の実務遂行上の留意点

• 会社幹部の意識
• 在庫管理の改善
‒ 業務の仕組みづくり
‒ 在庫管理に影響を与える重要な業務

• 受注予測・需要予測、売掛金回収など
• 在庫削減への取り組み
‒ 過剰・停滞在庫対策の実施
‒ 在庫管理のシステム化

• 調達部門の組織と人材
‒ 発注者の役割
‒ 企業倫理とコーポレート・ガバナンス

• 在庫の評価替え

出所：筆者作成

①会社幹部の意識

これまで述べてきたように、在庫コントロール
能力の強化には、生産部門、調達部門、販売部門、
財務・会計部門などによる不断の努力が欠かせな
い。質の高い在庫管理業務の仕組みと仕組みを支
える情報システムの運用体制を確立することで、
顧客納期の確保や顧客支援などのレベルの向上が
実現すると、顧客のベンダー評価は確実に上が
る。逆に、企業の努力で多くの立派な業績を上げ
ていても、ある日突然、大規模な不良在庫の問題
が発生し、会社が深刻な打撃を受けると、これま
での仕事の成果が吹き飛んでしまうことにもなる。

従って、在庫に関する会社幹部の基本的な意識
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のありようと在庫管理の重視の姿勢が企業の常務
オペレーションにとって極めて重要になる。

②在庫管理の改善

現状の把握と業務ルールの見直し：	

暗黙知から形式知へ

企業が在庫管理を改善するに当たっては、まず
は、企業内外の在庫業務環境の現状を把握するこ
とから始める。そのためには、企業における在庫
管理のステークホルダーを明確にすることが肝要
である。そして、在庫管理に関わるステークホル
ダーが、実際の業務単位（管理業務、個別業務、
そして作業）ごとの領域で、在庫管理業務に関連
して、実際に、具体的に何をしているかを理解す
ることが必要である。

業務ルールの見直しは、業務改善の第一歩であ
る。業務ルールの見直しのポイントについて概念
図を使って示すと、図表 4 のようになる。

企業における在庫管理業務についても、実務者
が日常的に行っていることは、実務者の頭のなか
にあったり、業務書類や業務資料は実務者が職場
で使用するパソコンのハードディスクやサーバに
収められたりしている。従って、実務の現状を把
握するためには、実務者の間に存在する「暗黙の
了解」をできる限り排除し、在庫管理に関わるス
テークホルダーが、業務の現状についてできるだ

け共通の理解を持つように心がけることが大切で
ある。
「暗黙の了解」の排除のためには、職場の実務者

がそれぞれの業務について具体的に何をしている
かを言語、記号、そして業務フロー図などで表記
し、職場の構成員が共通の理解を持ったうえで、
改めて業務ルールを見直すことが必要である。筆
者はこのプロセスを「明文化」と呼ぶ。

在庫管理に影響を与える基幹業務の改善（例示）

ここでは、在庫管理に影響を与える基幹業務と
して、（ⅰ）受注予測・需要予測と（ⅱ）売掛金の
回収の領域を取り上げ、行論に必要な範囲で簡単
に触れる。

まずは、受注予測・需要予測について述べる。
電子部品などのハイテク生産財のなかでボリュー
ム的に大きな比率を占める標準品の分野では、い
わゆる見込み生産に基づく事業運営が基本であ
る。こうした分野では、顧客企業が取り扱う製品
の売れ行きや顧客企業の製品の機種切り替えなど
が生産財企業の材料・部品などに関する受注予測・
需要予測に大きな影響を与える。

受注予測・需要予測の精度は、販売部門の営業
担当者の顧客情報収集能力に大きく左右される。
生産財の顧客は企業などの法人である。この場合、
生産財の営業員が顧客企業の調達部門だけでなく、
開発設計部門や企画部門などを訪問することがで
きるかどうかが顧客情報の質を左右することにな
る。従って、営業員が普段から情報網を拡大する
努力を行うことが受注予測・需要予測の精度向上
につながる重要な活動になる。

次に、売掛金の回収について述べる。財務・会
計部門の立場から考えると、売掛金回収を促進し、
買掛金の支払いで有利なポジションに立てるかど
うかは、キャッシュフロー経営にとって極めて重
要であるだけでなく、在庫管理の観点からも大切
なことである。なお、一般的な言い方をすれば、
売掛金の回収と買掛金の支払いの双方で優位性が
保てるかどうかは企業が取り扱う製品の業界ポジ

図表 4　業務の仕組みづくり

○ 個人に従属していた情報を明文化する
○ 明文化した情報を全社で共有化
○ 共有化された情報の活用ルールの確立

管理

業務

作業

業務管理ルール

個別業務ルール

作業ルール

出所：筆者作成
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ションによる面が大きい。

③在庫削減への取り組み

在庫削減の基本的な考え方

まずは、顧客納期遵守率の維持と向上を図りつ
つ、在庫水準の極小化を図ることでコストの削減
を目指すという視点を重視する。そして、実際の
在庫削減への取り組みにおいては、前述のように、
業務の仕組みで対応するという視点を維持しなが
ら業務の見直しを行い、業務ルールの定着化を目
指したい。

在庫削減については、これまでさまざまな試み
がなされている。本稿では、電子部品などのハイ
テク生産財の分野での在庫削減の実務的な手法に
関し、過剰・停滞在庫対策を取り上げ、主要なポ
イントについて論述したい。

過剰・停滞在庫対策：販売会社のケース

著者は、香港の地域本社勤務の時に、香港、中
国大陸、そして韓国における電気機械製品、電子
機器製品、情報システム、そして半導体製品など
の販売・サービスに業務に携わっていた。このよ
うな製品群のなかでも、半導体製品は、市況変動
の影響を受けやすく、特に、半導体の標準品は見
込み生産を前提とするので、在庫変動の頻度は高
く、また変動幅も大きなものになる。従って、「過
剰在庫」と「停滞在庫」の管理と対策は、在庫削
減と不良在庫の撲滅を目指すものとして極めて重
要であった。

以下、筆者の事業経験に基づき、実務対応のポ
イントを簡単にまとめておきたい（図表 5 を参
照）。なお、振り返って考えると、業務を見直すべ
きであったと思われる点も幾つかあり、このよう
な点についても、その都度触れたい。

第一に、基本的な概念と定義について述べる。
「過剰在庫」と「停滞在庫」の定義については、需
給環境、顧客環境、製品の競争力、企業の財務環
境などを考慮し、それぞれの企業でそれぞれの概
念定義を行えばよいと思う。

過剰在庫の概念は、在庫の対売上高比に基づき
定義づけがなされる。抽象的な言い方をすると、
ある指定された時点における在庫額をその時点に
おいて意味のある売上高で除したものが、ある一
定の値を超える時に「過剰」であると定義するこ
とになる。今、分子に当たる在庫額をある特定の
製品のある指定された月末時点における在庫額だ
としよう。この場合、分母に当たるものは、例え
ば、先に特定された製品の先行き 3 カ月売上予測
をもとに計算された売上高（3 カ月平均値）もし
くはこの売上高に対応する売上原価である。この
ようにして計算されたある特定の製品のある指定
された時点における在庫維持月数もしくは在庫維
持日数が、それぞれの企業がベンチマークとして
設定しているある値、例えば、0.7 カ月もしくは
21 日に比べてどの程度の水準にあるかを見極め、
過剰在庫かどうかの判断を行う。なお、過剰在庫
水準の判定は、市況や競争環境などによる影響を
受けることを付記しておきたい。ちなみに、筆者
の実務経験によれば、過剰在庫（流通在庫を除く）
は在庫維持月数で 2 カ月から 3 カ月のものを指し
ていた。

図表 5　過剰・停滞在庫対策（販売部門のケース）

• 問題在庫の定義づけ
‒ 過剰在庫
‒ 停滞在庫

• 過剰・停滞在庫のリストアップ
‒ 問題在庫の絞込み：「ワースト20」、「ワースト30」など

• 過剰・停滞在庫対策会議
‒ 営業、仕入れ、財務・会計、部門長
‒ 動機的原因の究明
‒ 具体的対応策の決定

• 会社幹部の指導力

出所：筆者作成

停滞在庫は、ある一定の期間、荷動きがまった
くないものを指す。停滞在庫の水準も、当然、市
況や競争環境の影響を受ける。筆者の実務経験に
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照らして言えば、停滞在庫は、3 カ月以上荷動き
がない在庫というふうに定義づけをしていたと思
う。

第二に、過剰・停滞在庫の管理について述べ
る。管理の出発点は、過剰・停滞在庫の定義に基
づき、例えば、半導体製品の場合について言えば、
パーツナンバーごとに過剰・停滞在庫に当たる製
品をリストアップすることである。過剰・停滞在
庫のリストアップが完了したら、過剰・停滞在庫
額の大きさに従い、問題在庫の詳細なリストを作
成する。パーツナンバーごとの在庫数量、在庫額、
在庫単価、そして在庫が形成されるに至った経緯
などを記しておくとよい。この作業はエクセルに
基づくもので十分である。

古い話で恐縮だが、筆者が、米国やアジアで半
導体製品の販売とサービスの事業に携わっていた
頃は、こうした問題在庫のリストは「ワースト
20」と呼ばれていた。「ワースト 20」のリストに
は過剰・停滞在庫額の上位 20 品種について、前
述のような情報がまとめられていた。今から考え
ると、かなり改善の余地が感じられるリストで
あったように思う。大きな問題点は二つある。問
題点の一つは、「ワースト 20」のリストでカバー
される過剰・停滞在庫は、筆者の記憶によれば、
過剰・停滞在庫の全体金額の二割くらいであった
ということである。問題在庫リストは、カバレッ
ジの観点から見直しが必要であった。多分、「ワー
スト 30」程度のリストの作成が必要であったと思
う。問題点の二つ目は、カスタム品 5 の取り扱い
である。過剰・停滞在庫対策におけるカスタム品
の問題は深刻であり、特別の対応が必要である。

第三に、過剰・停滞在庫対策会議の開催要領と
会議での審議の進め方について述べる。開催の頻
度は月次でよいと思う。また、月末時点の在庫実
績が出た直後が開催のタイミングである。過剰・
停滞在庫対策会議の参加者は、営業組織の販売ス

タッフ、仕入れ組織の発注業務スタッフ、財務・
会計部門のスタッフ、製品・地域別組織の部門長
などである。問題在庫のリストに基づき、前述の
ような参加者が、問題在庫の状況のアップデート
に基づき、具体的な対応策を審議する。なぜ過剰・
停滞在庫が発生したのか、なぜ販売スタッフや発
注業務スタッフが初期段階で手を打てなかったの
か − 営業スタッフや発注業務スタッフがある答
えをすると、また、「なぜ、なぜ」と聞いていく。

このような動機的原因の究明を行うことは、下
手をすると、職場の構成員のモラル低下をもたら
すことがあるので、注意が必要であるが、こうし
た会話を通して、問題在庫への対応の具体策を審
議すると同時に、スタッフの不良在庫削減に関す
る意識を醸成し、再発防止に向けた組織の体質強
化を図ることも大切である。

在庫管理のシステム化
これまで述べてきたように、在庫削減の仕組み

や業務ルールを支えるものとして、企業の基幹業
務を統合的に管理できる情報システムの導入と運
用は欠かせない存在である。ある程度の業務の仕
組みが構築されていると、情報システムはより活
かされたものになる。

④調達部門の組織と人材

製造事業にとっても、販売事業にとっても、調
達部門は重要な役割を果たす。ここでは、特に、
販売事業における調達部門の役割と人材について
触れておきたい。販売事業の組織においては、ど
うしても営業業務の推進と営業要員の確保・育成
の優先順位が高くなる。このこと自体は悪いこと
ではないが、販売行為を支える仕入れスタッフの
存在と役割は極めて重要である。常日頃から、販
売事業の運営に当たり、仕入れ業務組織と仕入れ
業務スタッフの職場内でのモラル向上に留意する

5   カスタム品は、特定顧客向けに開発設計、生産された製品である。もちろん、カスタム品の世界では、顧客企業とベンダー企業
はビジネス取引に関する契約で詳細な取り決めを行うが、実際の場面では、不良在庫が発生することも少なくない。
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必要がある。こうした対応により、企業における
積極性と安定性に富む組織運営が可能になると思
う。

また、発注者の発注権限については、業務の
ルールを明確な形で定め、特に、カスタム品の調
達については、適切な上位職位者の認可を経て発
注行為が行われるよう留意する必要がある。なお、
情報システムの活用による透明性の確保は企業倫
理とコーポレート・ガバナンス維持の観点からも
大切である。

⑤在庫の評価替え

電子部品などのハイテク生産財の販売価格は、
市況や需給関係の変化の影響を強く受けるので、
手持ち在庫の評価替えを適切に行うことが重要だ。

なお、在庫の評価替えに伴い、引当金と評価損
の計上処理が発生するので、具体的なケースごと
に公認会計士に相談されることをお勧めする。

4．おわりに
最近、中国における人件費の高騰に加え、材

料・部品などの生産財の分野でも価格が上昇して
いる。更に、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本

大震災により、アジアの産業のサプライチェーン
に大きな影響が現れつつある。例えば、IT 関連機
器の分野では、足元の材料・部品の品不足がマザー
ボードやフラットパネルなどの値上げ状況を生み
出しており、先端製品分野の一つであるタブレッ
ト PC などのサプライチェーンの世界にも影響が
出始めている。
「ビジネスの激戦区・中国」における厳しいビジ

ネス競争を戦うためには企業のたゆまぬ業務革新
が不可欠である。製造コストの削減が次第に難し
くなりつつある事業環境のもとでは、業務革新に
よるコストの削減が企業の大きな経営課題である。

本稿で考察してきたように、在庫管理は中国事
業において大切な業務オペレーション分野であ
る。中国現地法人における在庫は、業務の仕組み
づくりの改善や情報システムの活用などにより、
まだ相当削減できる。この意味で、在庫管理の改
善を基幹業務の改革と合わせ実行することは極め
て重要だ。

これからの中国ビジネスにおいては、「業務の仕
組みづくり」での競争優位の発揮が事業の成否を
左右すると言ってもよいと思う。
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