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アウトソーシング→インハウス（インソーシン
グ）でコストダウン
　　　　　　　　　　　そして人事が変わる

アイスペックソリューションズ

株式会社

ソーシングとは？種類？

�ソーシングとは⇒調達のこと

�ソーシングの種類

�アウトソーシング

�インソーシング

�コソーシング

�マルチソーシング

�ビジネスプロセスソーシングビジネスプロセスソーシングビジネスプロセスソーシングビジネスプロセスソーシング（（（（BPO））））

�アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション・・・・サービスサービスサービスサービス（（（（ASP) （クラウド）
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アウトソーシングの歴史

� １９８０年代前半⇒リストラ・派遣活用

� １９８０年代後半⇒リエンジニアリングとし
てアウトソーシングもっぱら経費削減

� １９９０年代⇒サービス質・内容・専門性充
実さらに規制緩和⇒技術革新・新規ビジネ
ス出現

� 結果として自前で専門家を育成するより外
部利用が主流

アウトソーシングの現状

� ２００２年以降アウトソーシングに見直しの
動き⇒経費削減効果が思いのほか無かっ
た

� インソーシングへの動き出現⇒コストのみ
ではなく、戦略上重要なものを取り返す

� 運用・保守など一部のみアウトソーシング
として残す。
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人事部門アウトソーシング難易度

� 企画立案　　→難　（情報収集は外部も可）

� 採用　　　　　→中　（事務・早期活動は採用会社）

� 研修・育成　→易　（研修会社・教育機関）

� 処遇　　　　　→難　（アセスメント会社との提携は可）

� 給与支給　　→中　（アウトソーサー・派遣会社）

� 社会保険　　→易　（社会保険労務士事務所）

� 福利厚生　　→易　（福利厚生会社と提携・派遣会社）

アウトソーシングした時を振り返ると

�業務内容の把握と対象業務の絞込み

�アウトソーシングの目的の明確化

�最終目標の明確化
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アウトソーシングのデメリット

�社内における専門性の欠如

�移行コスト
�業者選定リスク

�コミュニケーションギャップ

アウトソーシングした結果

業務処理コストの削減
　　　　　　→統計では９％

資産の有効活用
　　　　　　→コア業務への集中

社内に無い資源の活用
　　　　　　→専門家の活用

管理能力の向上
　　　　　　→コスト意識の醸成

実際にはコスト増も

余剰人員をどう活用するか

機能するケースあり

追加業務を自社で作業
本末転倒
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アウトソースとインソース

コストダウン
人事システム導入
→人材情報活用

スケジュール→独自

インソース アウトソース

コストアップ
システム→依存

スケジュール→依存

コスト（ペイロール）
�アウトソース

　社員数×５００円前後×１６前後
　　１０００人×５００×１６＝８００万／１２＝６６万

　　６６万＝アウトソーサの給与システム使用料＋人件費＋利潤

＊ASP利用料月額１００万超も珍しくない

�インソース

　パッケージ+セットアップ＋保守運用

　（８００万＋２００万）／５年償却＋３００万
　　（２００万＋３００万）／１２＝４２万

　　４２万＝自社システム（人事・就業・給与・社保・シミュレーション）
　　　　　　　　　＋保守運用（法改正等対応＋給与等オペレーション）
＊自前で運用なら月額１７万円も可能
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ホストホストホストホスト

経経経経理理理理

財財財財務務務務

ｱｲｽﾍﾟｯｸ㈱
ADPS

人事部
貴社貴社貴社貴社データデータデータデータ入力入力入力入力

○○○○社員基本情報社員基本情報社員基本情報社員基本情報

○○○○扶養家族情報扶養家族情報扶養家族情報扶養家族情報

○○○○固定支給固定支給固定支給固定支給・・・・控除情報控除情報控除情報控除情報

○○○○変動支給変動支給変動支給変動支給・・・・控除情報控除情報控除情報控除情報

○○○○住所住所住所住所・・・・通勤費情報通勤費情報通勤費情報通勤費情報

○○○○振込振込振込振込みみみみ銀行情報銀行情報銀行情報銀行情報

○○○○賞与支給額情報賞与支給額情報賞与支給額情報賞与支給額情報

振込振込振込振込データデータデータデータ

仕訳仕訳仕訳仕訳データデータデータデータ

人事人事人事人事データデータデータデータ

貴社帳票出力～保管

提供したｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝにて

自由に印刷

月次給与帳票月次給与帳票月次給与帳票月次給与帳票

○○○○給与明細書給与明細書給与明細書給与明細書などなどなどなど

年末調整帳票年末調整帳票年末調整帳票年末調整帳票

○○○○扶養控除申告書扶養控除申告書扶養控除申告書扶養控除申告書などなどなどなど

社会保険帳票社会保険帳票社会保険帳票社会保険帳票

○○○○月変月変月変月変・・・・算定基礎届算定基礎届算定基礎届算定基礎届などなどなどなど

社会保険事務所社会保険事務所社会保険事務所社会保険事務所
職業安定所職業安定所職業安定所職業安定所

給与設定業務給与設定業務給与設定業務給与設定業務～～～～
運用運用運用運用ののののサポートサポートサポートサポートをををを
リモートリモートリモートリモートでもでもでもでも可可可可

給与業務に必要な人員構成を検討

社員社員社員社員ＡＡＡＡ

指揮命令者指揮命令者指揮命令者指揮命令者

社員社員社員社員ＢＢＢＢ

事務担当者事務担当者事務担当者事務担当者

社員社員社員社員ＣＣＣＣ

事務担当者事務担当者事務担当者事務担当者

アイスペックアイスペックアイスペックアイスペックがががが

ごごごご用意用意用意用意するするするするスタッフスタッフスタッフスタッフ

オペレーターオペレーターオペレーターオペレーター 社労士社労士社労士社労士

兼兼兼兼

コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント

ＳＥＳＥＳＥＳＥ

システムシステムシステムシステム開発開発開発開発

ＰＧＰＧＰＧＰＧ

システムシステムシステムシステム開発開発開発開発

MIND POWER給与の

アプリケーションを習得した
オペレーターをご用意

人事部

貴社人事部貴社人事部貴社人事部貴社人事部がががが指揮指揮指揮指揮
命令者命令者命令者命令者

設定事項設定事項設定事項設定事項

（（（（１１１１）））） 各人員各人員各人員各人員のののの業務内容分析業務内容分析業務内容分析業務内容分析

（（（（２２２２）））） 給与業務給与業務給与業務給与業務にににに必要必要必要必要なななな時間設定時間設定時間設定時間設定

（（（（３３３３）））） 各人員各人員各人員各人員のののの就労形態就労形態就労形態就労形態のののの設定設定設定設定

他部署へ
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社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士

兼兼兼兼

人事人事人事人事ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

ＰＧＰＧＰＧＰＧ

システムシステムシステムシステム

開発開発開発開発

ＰＧＰＧＰＧＰＧ

システムシステムシステムシステム

開発開発開発開発

制度改訂会議制度改訂会議制度改訂会議制度改訂会議

システムシステムシステムシステム変更会議変更会議変更会議変更会議

システムシステムシステムシステム開発開発開発開発

システムシステムシステムシステム検収検収検収検収～～～～納品納品納品納品

システムシステムシステムシステム変更結果報告変更結果報告変更結果報告変更結果報告

システムシステムシステムシステム運用説明運用説明運用説明運用説明

制度改定制度改定制度改定制度改定にににに伴伴伴伴ううううシステムシステムシステムシステム変更時変更時変更時変更時

ＳＥＳＥＳＥＳＥ

システムシステムシステムシステム
開発開発開発開発

オペレーターオペレーターオペレーターオペレーター

人事部人事部人事部人事部

システムシステムシステムシステム開発開発開発開発 給与業務給与業務給与業務給与業務

契約機関契約機関契約機関契約機関

カシオヒューマンシステムズカシオヒューマンシステムズカシオヒューマンシステムズカシオヒューマンシステムズ

雇用形態雇用形態雇用形態雇用形態

保守保守保守保守サービスサービスサービスサービスでででで対応対応対応対応

労働時間労働時間労働時間労働時間

必要時間必要時間必要時間必要時間をををを保守料契約保守料契約保守料契約保守料契約

※※※※そのそのそのその他他他他システムシステムシステムシステム変更変更変更変更にににに必要必要必要必要なななな
作業量作業量作業量作業量をををを想定想定想定想定してしてしてして金額決定金額決定金額決定金額決定

業務内容業務内容業務内容業務内容

○○○○給与情報取込給与情報取込給与情報取込給与情報取込みみみみ～～～～計算処理計算処理計算処理計算処理

○○○○資料作成資料作成資料作成資料作成

○○○○ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ変更会議変更会議変更会議変更会議へのへのへのへの参加参加参加参加

○○○○開発業務開発業務開発業務開発業務

月間就労時間月間就労時間月間就労時間月間就労時間

○△○△○△○△ｈｈｈｈ

○○○○ｈｈｈｈ △△△△ｈｈｈｈ

アイスペックアイスペックアイスペックアイスペック社員社員社員社員

月月月月▲▲▲▲日日日日程度程度程度程度

業務内容業務内容業務内容業務内容

○○○○ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ変更会議変更会議変更会議変更会議のののの参加参加参加参加

○○○○業務改善業務改善業務改善業務改善のののの相談相談相談相談

○○○○給与業務補助給与業務補助給与業務補助給与業務補助

○○○○ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾏｰﾗﾏｰﾗﾏｰﾗﾏｰへのへのへのへの指示指示指示指示

○○○○ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ検収検収検収検収～～～～納品納品納品納品～～～～結果報告結果報告結果報告結果報告

アイスペックアイスペックアイスペックアイスペック社員社員社員社員

月月月月▲▲▲▲日日日日程度程度程度程度

業務内容業務内容業務内容業務内容

○○○○ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ変更会議変更会議変更会議変更会議のののの参加参加参加参加

○○○○業務改善業務改善業務改善業務改善のののの相談相談相談相談

○○○○給与業務補助給与業務補助給与業務補助給与業務補助

○○○○ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾏｰﾗﾏｰﾗﾏｰﾗﾏｰへのへのへのへの指示指示指示指示

○○○○ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ検収検収検収検収～～～～納品納品納品納品～～～～結果報告結果報告結果報告結果報告

社員給与情
報

賞与計算簿

月次給与計
算簿

年末調整計
算簿

賞与計算業務賞与計算業務賞与計算業務賞与計算業務

○○○○賞与所属別支給控除一覧表賞与所属別支給控除一覧表賞与所属別支給控除一覧表賞与所属別支給控除一覧表

○○○○例外税額者一覧表例外税額者一覧表例外税額者一覧表例外税額者一覧表

○○○○賞与健保賞与健保賞与健保賞与健保・・・・厚年会社負担一覧表厚年会社負担一覧表厚年会社負担一覧表厚年会社負担一覧表

○○○○賞与雇用賞与雇用賞与雇用賞与雇用・・・・労災会社負担一覧表労災会社負担一覧表労災会社負担一覧表労災会社負担一覧表

社会保険計算業務社会保険計算業務社会保険計算業務社会保険計算業務

○○○○随時改定結果一覧表随時改定結果一覧表随時改定結果一覧表随時改定結果一覧表

○○○○被保険者報酬月額変更届被保険者報酬月額変更届被保険者報酬月額変更届被保険者報酬月額変更届

○○○○定時決定結果一覧表定時決定結果一覧表定時決定結果一覧表定時決定結果一覧表

○○○○被保険者報酬月額算定基礎届被保険者報酬月額算定基礎届被保険者報酬月額算定基礎届被保険者報酬月額算定基礎届

月次給与計算業務月次給与計算業務月次給与計算業務月次給与計算業務

○○○○給与支給明細書給与支給明細書給与支給明細書給与支給明細書

○○○○月次所属別勤怠一覧月次所属別勤怠一覧月次所属別勤怠一覧月次所属別勤怠一覧

○○○○月次所属別支給一覧表月次所属別支給一覧表月次所属別支給一覧表月次所属別支給一覧表

○○○○月次所属別控除一覧表月次所属別控除一覧表月次所属別控除一覧表月次所属別控除一覧表

○○○○月次所属別集計表月次所属別集計表月次所属別集計表月次所属別集計表

○○○○通勤手当支給状況確認表通勤手当支給状況確認表通勤手当支給状況確認表通勤手当支給状況確認表

○○○○月次健保月次健保月次健保月次健保・・・・厚年会社負担一覧表厚年会社負担一覧表厚年会社負担一覧表厚年会社負担一覧表

○○○○月次雇用月次雇用月次雇用月次雇用・・・・労災会社負担一覧表労災会社負担一覧表労災会社負担一覧表労災会社負担一覧表

年末調整計算業務年末調整計算業務年末調整計算業務年末調整計算業務

○○○○保険料控除申告書保険料控除申告書保険料控除申告書保険料控除申告書

○○○○扶養控除等扶養控除等扶養控除等扶養控除等（（（（異動異動異動異動））））申告書申告書申告書申告書

○○○○配偶者特別控除申告書配偶者特別控除申告書配偶者特別控除申告書配偶者特別控除申告書

○○○○年末調整精算表年末調整精算表年末調整精算表年末調整精算表

○○○○給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書給与支払報告書（（（（源泉徴収票源泉徴収票源泉徴収票源泉徴収票））））

○○○○所得税源泉徴収簿兼賃金台帳所得税源泉徴収簿兼賃金台帳所得税源泉徴収簿兼賃金台帳所得税源泉徴収簿兼賃金台帳

そのそのそのその他他他他

○○○○固定支給改定予定一覧表固定支給改定予定一覧表固定支給改定予定一覧表固定支給改定予定一覧表

○○○○固定控除一覧表固定控除一覧表固定控除一覧表固定控除一覧表

○○○○通勤手当一覧表通勤手当一覧表通勤手当一覧表通勤手当一覧表

○○○○労働保険基礎資料労働保険基礎資料労働保険基礎資料労働保険基礎資料
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雇用調整による避難策

第一段階

役員報酬カット・減員

新規採用削減・中止

残業規制
派遣切り

A・P雇い止め

昇給停止・賞与減額

助成金　休業・教育

第二段階

配置転換・一時帰休

希望退職者募集

退職勧奨

整理解雇

解雇回避
労組との協議
社員への説明
再就職支援

自力脱出への人事戦略

ルール
根底から破壊

ビジネス構造
の変革

支援者不在

生き残るために慣習、慣例撤廃
規制緩和・グローバル化により敵は見えない
デジタル化・情報ネットワーク等の技術環境変化

抜本的な人材マネジメントが必要
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今今今今なぜなぜなぜなぜHR （（（（ヒューマンリソースヒューマンリソースヒューマンリソースヒューマンリソース））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントがががが重要視重要視重要視重要視されるのかされるのかされるのかされるのか？？？？

•大競争時代
•創造性の発揮→大胆な変革
　　　　　　　　　　　新しい概念・付加価値の創造
　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　人的資源の有効活用

•従前
•人材の同質化→効率的なマネジメント

人事戦略構築の前提

適性診断 能力開発 選抜

インフロー戦略
ハイパフォーマー発掘
アウトフロー戦略

管理職登用

生き残りを賭けた戦いに挑む体制の整備
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人的資源人的資源人的資源人的資源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用

スキル・ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ管理
自己申告
適性検査結果
人事考課長期記録
長期業績記録

個性重視の最適配置

戦略的CDP

HPI発掘と育成

企業が生残るための原動力


