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Value Chain Transformation：
ビジネスと税務の複合的な視点での
サプライチェーンの最適化

1 サプライチェーンの構成要素と
分散・集約の論点

サプライチェーンは、調達、生産・物流、研究開発、販売・
マーケティングなど多様な要素から構成されます。これらの要
素ごとに、戦略的な意思決定や定型的なトランザクション業
務を集約組織で行うのか、事業部やローカル拠点に委ねるの
かについてさまざまな論点があります。

調達についていえば、調達品目カテゴリーに応じた機能配
置モデルが議論されることになります。生産・物流については
需給調整や物流ネットワークなどをローカルあるいはグロー
バルのどちらのレベルで構築するのかが議論されることになり
ます。研究開発についてはグローバル製品なのか、ローカル
製品なのかであり方が分かれることになるでしょう。販売・
マーケティングについてはマーケットインサイトの必要から市
場ごとの対応となりがちですが、新製品プロモーション戦略や
ブランド管理などグローバルで対応すべきこともあります。

このように、サプライチェーンの分散・集約の論点は多種多
様です。

はじめに
　トランプ政権による税制変更の方向性は不確定で、見通す
のは困難です。可能であれば、税制変更の具体的な方向性を
踏まえてサプライチェーンを最適化したいところですが、実際
のところ、即座に対応するのは難易度が高いと考えられます。
　このため、日頃から、サプライチェーンの物理的な構成、
機能分担、戦略的意思決定の集約レベルなどの在り方を考
えた上で、変化する経営環境に向けて柔軟に対処していくこ
とはグローバル企業にとって必要です。税制の変更は経営
環境の大きな変化であり、その変化に応じたサプライチェー
ンの最適化は重要ですが、税制のみならず、事業としての骨
太なサプライチェーン戦略が求められています。
　ところが、多くの日系企業を見ると、過去の進出時の経緯
や、事業部ごとの拠点展開などで、分散的な機能配置になっ
ています。他方、海外企業は、意思を持って機能ごとに集約
を進め、経営管理の効率化と高度化を享受し、さらには、税
務的な視点を加味して、キャッシュ・フローの極大化を図って
います。ここでは、税 務・法 務の視 点を加味したサプライ
チェーンの最適化の枠組み「Value Chain Transformation」
と最適化の進め方について説明します。
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モデル1：連邦型（Center of Excellence） モデル2：代表調達型（Center-led）  モデル3：調達機能集約型（Buy-Sell）
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図表1：調達業務の集約化モデルと期待効果
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2 サプライチェーンの集約化の発展モデル

どこまでのサプライチェーンの集約化を進めるかは議論に
なるところであり、個別の状況を考える必要がありますが、一
般的には、サプライチェーンの集約化に伴ってオペレーション
効率の向上と潜在的な税務のメリットが連動して増加します。
潜在的な税務メリットが顕在化するのは、低課税国に集約す
る場合です。

モデル0：分散型（Decentralized）
国別個別対応で調達を実施していて、中央組織による各

国の業務への統制がない状態

モデル1：連邦型（Center of Excellence）
中央組織はガイドラインを提示するが、各国がガイドライ

ンを遵守するかは各国任せ。実際の調達活動は国別に実施

モデル2：代表調達型（Center-led）
中央組織が各国を代表してサプライヤーとの交渉、価格

の合意、基本契約の締結。発注活動は各国で実施

モデル3：調達機能集約型（Buy-Sell）
中央組織が各国を代表してサプライヤーとの交渉、価格

の合意、基本契約の締結をすることに加え、発注も実施
中央組織と拠点間での再販売、ローカルカテゴリー以外

の全カテゴリーに対する中央組織によるガバナンス

モデル4：SCM機能の統合（Supply Chain Principal）
調達に限らず、生産、物流、計画などの SCM管理業務を

集約し、中央組織がPL責任とともに在庫管理責任を担う

究極的にはモデル 4を目指したいところですが、現状がモ
デル 0、またはモデル 1である企業にとってはまずは、モデル
2やモデル 3へ移行する必要があります。となると、サプライ
チェーンの最適化の第一歩は調達業務の集約化となります。

3 調達業務の集約化モデルと期待効果

図表1に集約化モデル 1、2、3の概要と期待効果について
示しています。コスト削減効果は調達の集約が進むにつれて
大きくなります。また、調達にかかわる戦略的な意思決定を行
う物理的な拠点を低課税国に置くことにより、税務上のメリッ
トも享受できます。他方、調達活動の社内ユーザーである事
業部門への影響も大きくなる傾向にあります。

究極的なサプライチェーンの最適配置の実現のためには物
理的な拠点の統廃合が不可欠となり大規模な投資が必要とな
りますが、調達業務の集約化に際しては、物理的な拠点の統
廃合を行わずとも、戦略的な意思決定の所在を変更するだけ
で実現可能なことが魅力です。

また、意思決定の所在を低課税国とすれば、税務面でのメ
リットも享受できます。もちろん、組織再編や ITインフラの整
備など、投資は必要となりますが、物理的な拠点の統廃合と
比べると投資額は少なく、相当のリターンが期待でき、投資
対効果は大きいです。

4 サプライチェーン改革の
第一歩としてのグローバル調達集約

これまででおわかりのとおり、グローバル調達の集約化メ
リットは多岐にわたります。スケールメリットによる調達コスト
削減、調達にかかわる専門人材、スキル、ノウハウの一元化
によるケイパビリティの強化、定常的なトランザクション業務
の効率化、リスク・コンプライアンス管理の高度化など多方面
でメリットが享受できます。

多くの日本企業において、グローバル展開は進んだものの、
事業を支えるサプライチェーンは、進出時からの経緯や事業
部門ごとの取り組みなどにより、各種機能が散在かつ重複し
ている状況で、必ずしも最適ではありません。しかし、このよう
な状況を解決することは、一朝一夕にはできず、戦略的な取
り組みが必要です。

まずは、グローバル調達集約で調達コスト、税務、業務コス
ト、リスク・コンプライアンスの多方面で果実を手に入れて、
次のステップとして、サプライチェーン全般の最適化という大
改革に着手するのはいかがでしょうか。

米国トランプ税制改革やブレグジットなど、足元の大変化
が話題となっていますが、変化に強いサプライチェーンの構
築は容易ではありません。中期的な視点でサプライチェーン
の現状を点検し、骨太の改革プランを考える必要があります。
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