
国内CMSベンチマーク調査
二極化する資金集中率





目   次

はじめに 1

サマリー 2

１．CMSの導入状況 4

１－１ CMSベンチマーク調査　　 4

１－２ サービス別導入状況 5

１－３ CMS統括口座の開設状況 8

１－４ 資金集中率とCMS導入状況 9

２．CMSの導入効果 10

２－１ 導入効果に対する全般的評価 10

２－２ CMS導入で期待される効果 10

２－３ 資金集中率と導入効果 12

コラム 「資金集中率と資金効率」 12

２－４ まとめ 14

３．CMSの運営体制と運営状況 15

３－１ CMS導入時の取組み 15

３－２ CMSの運営体制 16

３－３ CMSの運営状況 17

３－４ 運営改善の取組み 18

３－５ まとめ 19

コラム 「CMSの運営を改善する上で特に効果があった取組み」 19

コラム 「CMS活用の成功事例 神戸製鋼所」 20

４．今後の課題 21

コラム 「今後の課題と取組み予定」 22

付属資料：アビームコンサルティングのCMSソリューション 23



�

連結重視の経営はすっかり定着した感がある。連結経営の要は、グループの全体最適を実現することである。資金面で

の全体最適を図るツールとして、近年、グループ全体の資金管理を集約するキャッシュ・マネジメント・システム（CMS）の

導入が急速に進んでいる。

銀行が提供するCMSソフトを利用して、プーリングなどの基本サービスを導入することはさほど難しくはない。また、

CMS導入で期待される効果についても、早期にある程度達成することが可能である。その意味で、CMSは導入のハードル

が比較的低いツールであるといえる。

しかし、CMSはあくまでツールであって、それを有効に活用できるかどうかは企業の取組み次第であることも確かであ

る。これまでCMS導入に関する実態調査はいくつかあるが、導入効果に対する評価、運営体制や運営状況について比較調

査したものはない。そこで、アビームコンサルティングは、社団法人企業研究会（注）の協力を得て、東証１部上場企業の多

くが導入済みの国内CMSを対象にしてベンチマーク調査を企画・実施し、その結果を本報告書として取り纏めた。

自社のCMS活用が他社と比較してどのような水準にあるのか、導入効果を一層高めるために今後何をすべきなのか。

本報告書がそうした企業の問題意識に多少なりとも役立つのであれば、望外の喜びである。

最後に、アンケート調査並びにインタビューにご協力を頂いた企業の皆様に、この場を借りて深く感謝申し上げたい。

はじめに

（注） 社団法人企業研究会

 日本企業の実践経営研究と異業種交流を中心に、BRIビジネススクール、公開研究会、事例集や月刊誌「Business Research」
の刊行など幅広い活動を展開している経営研究教育団体。 http://www.bri.or.jp
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サマリー

１ CMS の導入状況

CMS導入済み企業は全体の80％を占めている。CMS

で提供されるサービスには、プーリング、定期性貸借、支

払代行、ネッティング、給与振込代行、資金繰り管理など

がある。

プーリングサービスはほぼ100％、定期性貸借も多くの

企業で導入されている。しかし、支払代行やネッティング

を導入している企業は５割にも達していない。導入後の

経過期間についても、プーリングについては３年以上が約

８割を占めるが、支払代行の導入は比較的最近である。ま

た、導入対象グループ会社数に対する導入済み会社数の比

率を見ても、プーリングや定期性貸借と比べて、支払代行

や給与振込代行の達成率は比較的低い。

プーリング以外のサービス導入状況は、資金集中率（グ

ループ全体の資金量のうち、CMSに集中した資金量の割

合）によって大きな違いが見られる。資金集中率50％以上

のグループ（「集中率高」）では、定期性貸借、資金繰り管理、

支払代行、ネッティングなど、プーリング以外のサービス

導入が進んでいる。これに対して、集中率50％未満のグ

ループ（「集中率低」）では、プーリング、定期性貸借以外の

導入割合は概して低調である。

２ CMS の導入効果

CMS導入効果に対する全般的な評価は、「ほぼ想定どお

り」が84％、「想定以上」が13％と極めて高い。CMSの導

入効果といっても、その内容は多岐にわたる。先ず、所用

資金量の低減、資金調達コストの低減・資金運用の合理化、

振込手数料の削減などの資金効率向上に関する効果があ

る。次に、資金関連の事務処理工数軽減や連結決算業務の

合理化など財務・経理業務の合理化がある。さらに、財務

リスクの集中管理とコントロール、オペレーションの標準

化による業務品質向上などリスク管理の高度化も期待で

きる。

資金効率向上に関する効果は概して評価が高い反面、財

務・経理業務の合理化やリスク管理の高度化については、

そもそも導入目的として考えられていない、あるいは効果

に対する評価はやや低いことが確認された。

さらに、資金効率向上に関する効果については、「集中

率高」がより高く評価しており、財務・経理業務の合理化、

リスク管理の高度化に関する効果については、「集中率低」

の多くがそもそも導入目的として考えていないというこ

とが分かった。このことから、「集中率高」は資金効率向上

という点でより大きな効果を実現できているのみならず、

財務・経理業務の合理化、リスク管理の高度化についても

導入効果を享受できている企業が多いといえる。

本報告書では、東証１部上場企業の多くが導入済みの国内CMSについて、導入状況、導入効果、運営体制と運営状況、課

題を整理している。本報告書を通じて、特に断らない限り、CMSは国内CMSを意味している。
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３ CMS の運営体制と運営状況

資金集中率が高いほどより大きな導入効果を享受でき

ているとすれば、集中率が低い企業は、どのようにして集

中率を高めればよいのだろうか。

CMSの導入・活用を進めるには、グループ全体にとって

のメリットと併せて、グループ各社にとってのメリットを

訴えて理解を得ることが不可欠である。「集中度高」では、

CMS導入時の取組みの一環として、投資対効果分析や関

係各社からの課題収集を実施している企業が多い。

さらに、「集中率高」では、CMS統括組織にCMS企画・

運営を主業務として行う担当者を配置するとともに、定期

的な会議体を設けるなどして、グループ会社担当者とのコ

ミュニケーションに取り組む企業が多い。一方、「集中率

低」では「特に意識した活動はしていない」と回答した企

業が半数以上を占めている。

CMS導入後も、財務環境の変化に対応して、改善の取組

みを継続することが必要である。そのためには、グループ

各社からの課題の収集／対応、統括組織によるCMS運営

ルールの見直し、グループ経営層に対する報告／目標再定

義を実施することも必要である。これらについては、いず

れも「集中度高」と「集中率低」の間で、取組み状況に大き

な差が見られる。

以上から、資金集中率を高めるためには、次のようなポ

イントに留意する必要がある。

●	 CMS導入時に、投資対効果分析、関係各社からの課題

収集を実行する。
●	 CMS統括組織に、CMS企画・運営を主業務として行う

担当者を配置する。 

●	 グループ会社担当者とのコミュニケーション促進に努

める。
●	 CMS導入後も様々な改善の取組みを十分に実施する。

４ 今後の課題

グループ全体の資金効率を向上させるためには、先ず、

グループ資金の統括口座への集中率を高めることが前提

となる。その上で、今後の取組みとしては、４つのことを

指摘することができる。

第一に、CMSサービスの拡充である。プーリング以外の

サービス、特に支払代行やネッティングの導入割合は依然

として５割に届かず、導入済みであっても最近になって導

入した企業が多い。

第二に、資金繰り精度の向上である。グループの資金効

率を向上させるためには、グループ全体の資金を統括口座

に集中した上で、資金繰り精度を高めることが必要である。

さらに、グローバルに活動する企業にとっては、海外グ

ループ会社への展開が挙げられる。グローバル企業では、

米国、欧州など地域ごとにCMSを導入し、域内の資金効率

の改善を図っている。一方、アジア全域を対象とするCMS

導入は制約が大きく簡単ではない。

最後に、CMS活用が新たな段階に入るとともに、システ

ムの高度化も課題となってくる。銀行のCMSソフトをそ

のまま導入しても一定の成果を期待することができる。し

かし、CMSの活用が進むと、経理などの基幹システムとの

連携・統合を検討する必要が出てくる。



図3　回答企業の概要～連結売上高別構成比（回答数＝86）
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【調査対象】 連結売上 2000 億円以上の東証１部上場企業 
（銀行を除く）とそれに準ずる企業 400 社

【有効回答】 86 社（回答率 22％）

【調査方法】 調査票を財務部門長宛てに郵送

【調査時期】2007 年 9 月 

図1　国内CMSベンチマーク調査の概要

図2　回答企業の概要～業種別構成比（回答数＝86）
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１．CMS の導入状況

１－１ CMS ベンチマーク調査　　

2000年3月期から決算が連結主体となり、連結重視の経

営への移行が進んだ。こうした中、グループ全体の資金効

率を高め、連結有利子負債を削減する目的で、キャッシュ・

マネジメント・システム（CMS）の導入が急速に広がった。

2003年9月、社団法人企業研究会が会員企業を対象に

行った調査によれば、回答企業（9割が売上1000億円以上）

のうちCMS導入済みは43％という結果であった（対象304

社、回答89社）。一方、2007年7月、日本経済新聞社が時価

総額1000億円以上の東証１部上場企業（金融を除く）を対

象に実施した調査では、CMS導入済みは68％となってい

る（対象582社、回答283社）。調査対象は異なるが、主要企

業の間でCMS導入が広がっていることを伺わせる。

こうした状況を踏まえて、アビームコンサルティング

は、社団法人企業研究会の協力を得て、国内CMSのベンチ

マーク調査を実施した。本調査の概要は、図1のとおりで

ある。

有効回答86社の内訳を見ると、業種別では製造業が

66％と最も多い。また、売上規模別では１兆円以上が38％

と最も多い。



図4　CMS導入状況（回答数＝86）
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１－２ サービス別導入状況

今回の調査によれば、CMS導入済み企業は69社で全体

の80％を占めている。以下では、CMS導入済み企業69社

について、導入状況を詳しく見ることにする。

CMSで提供されるサービスには、プーリング、定期性

貸借、支払代行、ネッティング、給与振込代行、資金繰り管

理などがある。ここで、プーリング、定期性貸借、支払代行、

ネッティングについて、サービスの内容を簡単に説明して

おきたい。

プーリングサービスとは、統括会社の銀行口座とグルー

プ会社の銀行口座の間で、資金移動を自動的に行なうもの

である。プーリングサービスによって、グループ口座の余

剰資金は統括口座に資金集中され、グループ口座の不足資

金は統括口座から資金配分され、グループ全体の資金を統

括口座で一元管理することが可能になる。

定期性貸借とは、設備資金のように返済期限が定められ

た資金の貸借について、グループ会社が申請して、統括会

社が承認するワークフローを経て管理するものである。
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図6　支払代行・ネッティング・給与振込概念図

図7　CMS各種サービスの導入割合（回答数＝69)

注：括弧内の回答数は、CMSを導入済みと回答した企業数
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支払代行とは、統括会社がグループ会社の支払いを代行

し、統括口座から立替払いを行うものである。日本の銀行

が提供している総合振込と考えれば分かり易い。

ネッティングとは、グループ会社間の支払いを、銀行を

通さず統括会社・グループ会社間の貸借に付け替えて清算

するものである。

CMS導入済み企業69社について、サービス別の導入状

況を見たのが図7である。プーリングサービスは94％の企

業で導入されており、定期性貸借も67％で導入されている。

しかし、それ以外のサービスの導入割合は５割に満たない。

特に、プーリングと並ぶ代表的CMSサービスとされる支

払代行は46％、ネッティングは35％に止まっていること

は注目に値する。以前はプーリングのみを導入する企業

がほとんどだったが、プーリング以外のサービスを導入

する企業は確実に増えている。しかしながら、支払代行や

ネッティングを導入している企業は５割にも達していな

いのが現状である。
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図9　導入社数の目標達成率

図8　サービス導入後の経過期間
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サービス導入後の経過期間を見ると、プーリングにつ

いては「３年以上」が77％を占めている。資金繰り管理と

ネッティングも、導入企業数は多くないが、「３年以上」が

約7割と比較的早い時期に導入されている。これに対して、

支払代行は「３年以上」が62％である一方、「１年未満」が

16％となっており、最近になって導入した企業が比較的多

いことが分かる。

CMS導入対象企業は主に連結グループ会社であるが、

100％子会社のみを導入対象とするところもあり、どこま

でを導入対象にするかは企業によって異なる。導入対象

とするグループ会社数に対する導入済み会社数の比率（導

入社数目標達成率）を見たのが図9である。プーリングと

定期性貸借については、導入社数目標達成率が「 75％～

100％」とする回答が８割を超えている。一方、給与振込代

行については、最近導入した企業が比較的多いこともあり、

目標達成率が50％未満の企業が20％ある。支払代行につ

いても、目標達成率が50％に達しない企業が14％ある。
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により競争原理を働かせるため

グループ会社が CMSに参加し
易いよう、グループ会社の取引
先銀行を残す必要があったため

注：括弧内の回答数は、CMS統括口座を2行以上に持っていると回答した企業数

図10　CMS統括口座を開設している銀行数（回答数＝69）

図11　複数行に統括口座を開設した理由（回答数＝25）
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１－３ CMS 統括口座の開設状況

企業によっては、多くの銀行と取引し、多くの口座を

保有しているところがある。取引銀行数、口座数が多く

なれば、業務処理が複雑になり非効率になり易い。そこで、

CMS導入に際して、取引銀行数、口座数を絞り込む企業も

多い。プーリングの集中先、支払代行の支払元となるCMS

統括口座を開設している銀行数を見ると、「１行」という

回答が61％で最も多いが、36％は「２行以上」に統括口座

を持っている。

CMS統括口座を「２行以上」に持つ理由としては、「既存

の取引先銀行との取引を維持する必要があったため」と

「グループ会社がCMSに参加し易いよう、グループ会社の

取引先銀行を残す必要があったため」がともに48％で最

も多い。「支払代行の振込手数料や調達金利について、複

数行と取引することで競争原理を働かせるため」、「一行に

資金を集中するリスクを軽減するため」という理由で、複

数行に統括口座を開設したわけではないことが分かる。
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注：括弧内の回答数は、資金集中率が50％以上（集中率高） 
または50％未満（集中率低）と回答した企業数

図12  CMSに集中した資金の割合（資金集中率）

図13　資金集中率とサービス別導入状況
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１－４ 資金集中率と CMS 導入状況

ここで我々は一つの指標に注目することにした。それは

グループ全体の資金量のうち、CMSに集中した資金量の

割合（資金集中率）である。資金集中率を見ると、「 75％～

100％」が39％と最も多いが、「 25％未満」が20％と二番目

に多い。このように、資金集中率には２つの山がある。そ

こでCMS導入済み企業を、資金集中率50％以上のグルー

プ（「集中率高」）と50％未満のグループ（「集中率低」）に分

けることにする。

CMS導入企業では、当初はプーリングのみのCMSを導

入してグループ資金の集中率を高め、その後プーリング以

外のCMSへと展開しているところが多い。前述のサービ

ス別導入状況を「集中率高」、「集中率低」に分けて見ると、

プーリング以外のサービスについては、資金集中率によっ

て導入状況が大きく異なることが分かる。「集中率高」では、

定期性貸借の導入割合が75％、資金繰り管理56％、支払代

行53％、ネッティング44％、給与振込代行25％と、プーリ

ング以外のサービスへの展開が進んでいる。これに対して、

「集中率低」では、定期性貸借が50％、資金繰り管理が29％、

支払代行が25％、ネッティングが17％、給与振込代行が

13％と、プーリング以外の導入割合は概して低調である。
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図14　CMS導入効果に対する全般的評価
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２．CMS の導入効果

２－１ 導入効果に対する全般的評価

CMS導入企業は、CMS導入効果をどのように評価して

いるのだろうか。全般的に導入効果をどう評価するかと

いう主観的な評価を質問したところ、84％が「ほぼ想定ど

おり」、13％が「想定以上」であると答えており、CMS導入

効果に対する評価は極めて高いということができる。「集

中率高」では「想定以上」の割合が17％と「集中率低」より

多いものの、資金集中率に関係なく、CMS導入効果に対す

る評価は高いといえる。

２－２ CMS 導入で期待される効果

CMSの導入効果といっても、その内容は多岐にわた

る。第一に挙げられるのは、「所用資金量の低減」である。

CMSを導入することで、グループ会社の資金余剰と資金

不足を相殺して、全体の所用資金量を低減することが期待

される。次に、「資金調達コストの低減・資金運用の合理化」

がある。親会社が一括で資金調達することで、グループ各

社が直接行うよりも有利な金利で借り入れることができ

る。また、グループ会社の余剰資金を集中することで、よ

り有利な資金運用を行うことも可能になる。さらに、支払

代行を導入すれば、「振込手数料の削減」という効果も期

待できる。

CMSの導入効果は、以上のような資金効率の向上だけ

に止まらない。グループ各社で行っていた資金調達・運用、

資金繰りを統括会社に一元化することで、資金関連の「事

務処理工数軽減」が期待できる。さらに、統括会社・グルー

プ会社間の債権・債務残高を一致させ易くなるため、「連結

決算業務の合理化」にも繋がる。

さらに、「財務リスクの集中管理とコントロール」とい

う効果もある。財務リスク管理の強化という観点からは、

グループ各社が個々に行うよりも、統括会社に専門家を集

めて集中管理することが望ましい。また、統括会社に資金

関連事務を集中化し、それを標準化することで、「オペレー

ションの標準化による業務品質向上」も期待できる。
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図15　CMS導入効果に対する個別評価（回答数＝69）
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CMS導入効果について、以上のような個別効果別に評

価を聞いた結果が図15である。「所用資金量の低減」と「資

金調達コストの低減・資金運用の合理化」については、ど

ちらも「十分である」が約３割、「ほぼ十分である」が約６

割あり、導入効果が高く評価されている。「振込手数料の

削減」については、「十分である」が18％、「ほぼ十分である」

が33％とやや少ないが、これは「分からない・導入目的で

はない」が33％あるためである。

「財務部門一元化による事務処理工数軽減」については、

「十分である」が13％、「ほぼ十分である」が39％となって

いるが、「分からない・導入目的でない」も32％ある。「連結

決算業務の合理化」については、「分からない・導入目的で

ない」が65％を占めており、CMS導入効果として余り意識

されていない。

「財務リスクの集中管理とコントロール」については、

「十分である」が14％、「ほぼ十分である」が45％となって

いるが、「やや不十分である」が16％と他の項目よりも多い。

「オペレーションの標準化による業務品質の向上」につい

ても、「やや不十分である」が14％と比較的多くなっている。

以上のように、CMS導入の個別効果については、資金効

率向上に関する効果は概して評価が高い反面、財務・経理

業務の合理化やリスク管理の高度化については、そもそも

導入目的として考えられていない、あるいは効果に対する

評価はやや低いことが分かる。



0% 20% 40% 60% 80% 100%0% 20% 40% 60% 80% 100%

集中率高
（回答数＝36）

集中率低
（回答数＝24）

十分である ほぼ十分である やや不十分である

不十分である 分からない・導入目的ではない

39%

17%

56%

67%

5%

8% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%0% 20% 40% 60% 80% 100%

集中率高
（回答数＝36）

集中率低
（回答数＝24）

十分である ほぼ十分である やや不十分である

不十分である 分からない・導入目的ではない

42%

17%

55%

71%

3%

8% 4%

図18　現預金の変化
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図16　資金集中率と導入効果（所用資金量の低減）

図17　資金集中率と導入効果 
（資金調達コストの低減・資金運用の合理化）

図19　有利子負債 /EBITDA倍率の変化
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資金集中率と資金効率

２－３ 資金集中率と導入効果

次に、CMS導入の個別評価を、「集中率高」と「集中率低」

に分けて見ることにする。「所用資金量の低減」と「資金調

達コストの低減・資金運用の合理化」について、「十分であ

る」と回答した割合は「集中率高」のほうが「集中率低」よ

りも顕著に多い。資金集中率と資金効率の間に一定の関

係があることは、財務データを使った分析でも確認するこ

とができる（コラム「資金集中率と資金効率」参照）。

アンケート調査では、資金集中率が高い企業において、「所用資金量の

低減」、「資金調達コストの低減・資金運用の合理化」に対する効果が「十

分である」との回答が多かった。この点について、財務データを使って確

認してみよう。

「所用資金量の低減」については、現預金の最近５年間の変化を見るこ

とにした。図は2001年度の金額を100として、2006年度の増減を表示し

たものである。現預金は変化が大きい数字であるが、「集中度高」がほぼ

一定であるのに対して、「集中度低」の現預金は著しく増加している。

「資金調達コストの低減」については、有利子負債/EBITDA倍率の最

近５年間の変化を見た。EBITDAは税引き前利益に減価償却費と支払

利息を足し戻したものであり、営業キャッシュフローに近い概念である。

有利子負債/EBITDA倍率は「集中度高」、「集中度低」とも５年間で低下

しているが、「集中度高」のほうがより低下していることが分かる。

資金集中率と資金効率
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図20　資金集中率と導入効果（振込手数料の削減）

図21  資金集中率と導入効果 
 （財務部門一元化による事務処理工数軽減）

図22　資金集中率と導入効果（連結決算業務の合理化）

図23　資金集中率と導入効果 
  （財務リスクの集中管理とコントロール）

図24　資金集中率と導入効果 
  （オペレーションの標準化による業務品質向上）
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また、「振込手数料の削減」について「十分である」、「ほ

ぼ十分である」と回答した割合は、「集中率高」が「集中率

低」よりも多い。「集中率低」では支払代行を導入済みの企

業が少ないため、「分からない・導入目的ではない」が58％

を占める。

「財務部門一元化による事務処理工数軽減」について「十

分である」、「ほぼ十分である」と回答した割合は、「集中率

高」が「集中率低」よりも多い。「分からない・導入目的でな

い」は「集中率高」で19％であるのに対して、「集中率低」で

は50％を占めている。このように、「財務部門一元化によ

る事務処理工数軽減」については、「集中率高」と「集中率

低」で意識の違いが伺える。

同じことが、「連結決算業務の合理化」についてもいえる。

「分からない・導入目的でない」とする回答は「集中率高」

でも53％と多いが、「集中率低」では92％とほとんどを占

めている。

「財務リスクの集中管理とコントロール」について「十分

である」と回答した割合は、「集中率高」が「集中率低」を大

幅に上回っている。一方、「分からない・導入目的でない」

と回答した割合は、「集中率低」が「集中率高」を大幅に上

回っている。

「オペレーションの標準化による業務品質向上」につい

ても、同じような傾向が読み取れる。



２－４ まとめ

以上のように、CMS導入効果に対する全般的な評価を

聞くと、ほぼ全社が高く評価しており、資金集中率による

差は見られない。しかし、個別効果に対する評価を聞くと、

資金効率向上に関する効果については、「集中率高」がより

高く評価しており、財務・経理業務の合理化、リスク管理の

高度化に関する効果については、「集中率低」の多くがそも

そも導入目的として考えていないということが分かった。

「集中率高」は「集中率低」と比較して、プーリング以外

のサービス導入が進んでおり、資金効率向上という点でよ

り大きな効果を実現できている。さらに「集中率高」は、財

務・経理業務の合理化、リスク管理の高度化という点でも、

CMSの導入効果を享受できている企業が多いといってよ

いだろう。

資金集中自体がCMS導入の目的ではないことはいうま

でもない。しかし、CMS導入効果を最大限実現するために、

資金集中率を高めることが必要であることは間違いない。
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図25　CMS導入時の取組み

図26　CMS導入による財務改善目標値の設定（回答数＝69）

図27　財務改善目標値のグループ経営目標への組み込み 
  （回答数＝32）
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３．CMS の運営体制と運営状況

CMSによる資金の集中化は容易に実現できそうに見えるが、実際にはそれほど簡単でない。今回のアンケート調査で、

資金集中率50％未満の企業が34％あることが、そのことを裏付けている。それでは、集中率が低い企業は、どのようにし

て集中率を高めることができるのか。以下では、そのためのポイントを、CMSの運営体制と運営状況という観点から探る

ことにする。

３－１ CMS 導入時の取組み

最初に、CMS導入時の取組みを見ておこう。CMSの導

入・活用を進めるには、グループ全体にとってのメリット

と併せて、グループ各社にとってのメリットを訴えて理解

を得ることが不可欠である。そのためにも、「投資対効果

分析」と「関係各社からの課題収集」は欠かせない取組み

といえる。CMS導入時に行った構想策定について、「投資

対効果分析」を実施した企業は、「集中率高」が86％である

のに対して、「集中率低」では58％と大きな差がある。また、

「関係各社からの課題収集」についても、「集中率高」では

83％が実施したのに対して、「集中率低」では71％に止まっ

ている。

CMS導入によるグループ財務改善の目標値については、

CMS導入企業の46％が設定しており、そのうち62％は改

善目標値をグループ経営の目標として組み込んだと回答

している。改善目標値の設定については、資金集中率によ

る違いは見られなかった。



全体
（回答数＝69）

集中率低
（回答数＝24）

親会社 グループ内金融子会社 持ち株会社 無回答

集中率高
（回答数＝36）
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配置している 配置していない

集中率高
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（回答数＝69）

集中率高
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集中率低
（回答数＝24）

60% 80% 100%0% 20% 40%

年次、月次などの定期的な
会議体を設けている

14%
22%

8%

統括組織担当者がグループ会社
を適宜訪問している

30%
36%

33%

特に意識した活動は
していない

52%
39%

58%

その他
19%

28%
8%

図28　CMS統括組織の役割を担う主体

図29　CMS企画・運営を主業務として行う担当者の配置

図30　グループ会社担当者とのコミュニケーション手法
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３－２ CMS の運営体制

CMS統括組織の役割を担うのは、親会社、グループ内金

融子会社、持ち株会社のどれかである。最も多いのは「親

会社」が担う場合であり、全体の71％を占めている。「グ

ループ内金融子会社」は25％と比較的少ない。この点につ

いても、資金集中率で大きな違いはない。

重要なことは、組織体制というよりも、実質的な取組み

である。CMS統括組織に、CMS企画・運営を主業務とし

て行う担当者を配置している企業は、「集中率高」で67％、

「集中率低」で46％と大きな差がある。

さらに、グループ会社担当者とのコミュニケーション

についても、「集中率高」では「定期的な会議体を設けてい

る」が22％あるのに対して、「集中率低」では8％に過ぎない。

「集中率低」では「特に意識した活動はしていない」と回答

した企業が58％に上っている。



全体
（回答数＝69）

集中率低
（回答数＝24）

集中率高
（回答数＝36）

0% 20% 40% 60% 80% 100%0% 20% 40% 60% 80% 100%

88%

94%

83%

12%

6%

17%

グループ会社の入出金予定申請に基づ
いて、資金需要の予測を実施している

資金繰り管理に際して、グループ会社
からの情報収集は行っていない

90%

10%

注意喚起を行っていない

注意喚起を行っている

86%

13%
1%

行っていない
無回答

行っている

全てのグループ会社に
対して、一律に設定

 

その他 無回答

グループ会社の業績に
応じて、個別に設定

81%

 4%
1%

14%

75%

22%

 3%

交渉した

交渉しなかった

無回答

注：図7で支払代行（総合振込）または給与振込代行を導入済みの企業を対象

図32　予実差が大きいグループ会社への対応（回答数＝61）

図33　グループ会社に対する与信枠の見直し（回答数＝69）

図34　グループ会社に対する金利設定（回答数＝69）

図35　銀行に支払う振込手数料の削減交渉（回答数＝32）

図31　資金繰り管理におけるグループ会社からの情報収集
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３－３ CMS の運営状況

グループ全体の資金繰り管理については、全体の88％が

「グループ会社の入出金予定申請に基づいて、資金需要の

予測を実施している」と答えている。資金集中率による違

いを見ると、「集中率高」では94％、「集中率低」では83％と、

「集中率高」の実施割合がやや高い。

さらに、上記の企業の90％が、申請額と実績額の乖離が

大きいグループ会社に対して、注意喚起などを行っている。

この点については、資金集中率による違いは見られない。

グループ会社に対する与信枠管理について、グループ会

社の業績などに基づいて、与信枠の見直しを行っているの

は全体の86％である。

また、グループ会社に対する金利設定については、「全て

のグループ会社に対して、一律に設定」が81％を占め、「グ

ループ会社の業績に応じて、個別に設定」は14％と少ない。

これらの点についても、資金集中率による違いは見られな

い。

また、支払代行または給与振込代行を導入済みで、銀行

に支払う振込手数料の削減交渉を行ったと回答した企業

は全体の75％である。なお、「集中率低」で支払代行または

給与振込代行を導入済みの企業は少ないため、資金集中率

による比較はできない。
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図36　グループ各社からの課題の収集、対応

図37　統括組織によるCMS運営ルールの見直し

図38　グループ経営層に対する報告、目標再定義

図39　統括組織の目標達成に対するインセンティブの付与
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３－４ 運営改善の取組み

次に、CMSの運営を改善するための取組みについて見

ておきたい。CMS導入後も、財務環境の変化に対応して、

改善の取組みを継続することが必要である。そのために先

ず実施すべきは、「グループ各社からの課題の収集、対応」

である。この取組みについて、「十分である」、「ほぼ十分で

ある」と答えた企業は全体の54％、「やや不十分である」、

「不十分である」が33％となっている。資金集中率による

違いを見ると、「集中率高」では「十分である」、「ほぼ十分

である」が75％、「集中率低」では33％と大きな差がある。

財務環境の変化にともなって、「統括組織によるCMS運

営ルールの見直し」を実施することも必要である。この取

組みについては、「十分である」、「ほぼ十分である」が全体

の57％、「やや不十分である」、「不十分である」が22％と

なっている。「集中率高」では「十分である」、「ほぼ十分で

ある」が69％、「集中率低」では50％と取組み状況に差が見

られる。

また、CMSがどの程度有効に機能しているかを評価し

て、「グループ経営層に対する報告、目標再定義」を実施す

ることも必要である。この取組みについては、「十分であ

る」、「ほぼ十分である」が全体の41％、「やや不十分であ

る」、「不十分である」は27％となっている。「集中率高」で

は「十分である」、「ほぼ十分である」が44％、「集中率低」で

は29％と、ここでも取組み状況に差が見られる。

CMSの改善の取組みを促すために、「統括組織の目標達

成に対するインセンティブの付与」という取組みも検討に

値すると考えられるが、現状では「実施していない」が全

体の67％を占めている。この取組みに関しては、資金集中

率による違いは見られない。



CMS の運営を改善する上で特に効果があった取組み
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３－５ まとめ

CMSの運営体制と運営状況について要点を整理すると、

「集中率高」の企業では、

● 「投資対効果分析」と「関係各社からの課題収集」を実

行している。
● CMS統括組織に、CMS企画・運営を主業務として行う

担当者を配置している。
● グループ会社担当者が参加する会議体を設けるなどコ

ミュニケーションの促進に努めている。
● CMS導入後も「グループ各社からの課題の収集、対

応」、「統括組織によるCMS運営ルールの見直し」、「グ

ループ経営層に対する報告、目標再定義」といった改善

の取組みを十分実施している。

以上のことは、資金集中率を高めるためのポイントでも

あるといえる。特に、グループ会社とのコミュニケーショ

ンについては、CMSの運営を改善する上で特に効果が

あった取組みとして挙げる企業が多い（コラム「CMSの運

営を改善する上で特に効果があった取組み」）。

最後に、CMS活用の成功事例として、神戸製鋼所の事例

を紹介しておきたい。

神戸製鋼所ではCMS導入当初は資金集中が進まなかっ

たが、その後、資金集中率を高めることに成功した。その

上で、支払代行などへとサービスを拡充し、グループ全体

の資金効率を向上させることに成功した。この事例を通し

て、CMSの導入・活用を進めるポイントを改めて確認するこ

とができよう（コラム「CMS活用の成功事例 神戸製鋼所」参

照）。

今回の調査では、CMS運営を改善する上で、特に効果があった取組みを自由記入の形で挙げてもらった。 
その結果、グループ会社とのコミュニケーションと資金繰り精度の向上に関する取組みが多く挙げられた。

グループ会社とのコミュニケーションに関する取組み

● グループ会社にCMSに参画するメリットを提示した。
● 支払代行による手数料削減は参加各社にとってメリットが大きく、資金集中率を高める上で効果的だった。
● グループ会社に対する連結経営意識の啓蒙に努めた。
● グループ会社経営陣にもCMSの意義を認識してもらえるよう努めた。
● グループ会社担当者と本社担当者の間で十分なコミュニケーションを図った。
● グループ会社が参加する会議体を設置し、タイムリーに開催した。
● グループ会社に対する個別訪問を実施した。
● CMS導入各社からの意見の吸い上げを実施した。
● CMS導入前の説明会、導入後のフォローアップを実施した。

資金繰り精度の向上に関する取組み
● グループ会社ごとに日次ベースの資金繰り特性を把握することで、必要資金量に対する予測精度が向上した。
● 日々の入出金における予定・実績管理を徹底し、大きな差異が生じた場合の報告義務化を図ることで、資金繰

り精度が向上した。
● 資金入出力情報の入力期限を前日までとした。

CMS の運営を改善する上で特に効果があった取組み



図40　CMS利用イメージ

図41　CMSプロジェクトの歩み
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神戸製鋼所でのCMS導入は、2000年6月に金融統括会社であるコベルコフィナンシャルセンター
（KFC）を設立、2001年3月に取引銀行のCMSを導入し、キャッシュプーリングをスタートさせたこ
とに始まる。しかし、CMS導入から1年半が経過した2002年9月末時点では、参加グループ会社数
は52社と当時の国内連結会社の約半数、集中した現預金も30％に満たない状況であった。

また、2000 ～ 02年度の中期経営計画で、外部負債を9700億円に削減する目標を掲げていたが、2002年3月末時点では目標に1800億
円未達である一方、1159億円もの現預金が存在していた。そこで2002年9月に、国内の連結子会社に対し、全社がCMSに参加するよう大
号令をかけた。その結果、2002年度末には参加社数が87社に達し、200億円強の現預金をKFCに集中することができた。

グループ会社のCMS参画を促すためには、彼らの理解を得ることが欠かせない。神戸製鋼所では、グループ会社にとってメリットを感
じることができる仕組みを工夫すると同時に、グループ会社に直接出向いてCMSのメリットを説明して理解を得たという。こうしたグルー
プ各社に対する粘り強い働きかけがあって初めて資金集中が実現したといえよう。

CMS参加社数が増え、資金集中が進んだことで、神戸製鋼所のCMS活用は新たな展開を見せる。2003 ～ 05年度の中期経営計画では、
連結財務の仕組み強化が課題として取り上げられ、プーリングの徹底、支払代行とネッティングの実現、資金調達の一元化を進めることと
なった。そのために、CMSソフトの入れ換えに踏み切った。

支払代行については、2004年8月、神戸製鋼所の決済口座に設定されていた貸越枠をKFC口座に移し、2004年11月からグループ会社に
よる利用が始まった。その後、2005年3月に開催された財務連絡会では、支払代行を利用するメリットが再確認されるとともに、2005年度
からは国内連結グループの必要資金は全て神戸製鋼所が調達し、各社が個別に調達することを廃止するとの方針も打ち出された。こうし
て支払代行は導入後1年で、70社を超えるグループ会社が利用を開始するまでになった。現在、支払代行に参加しているグループ会社は、
全体の約9割にまで達している。

また、当初計画と実際の数字との差をグループ会社に出向いて担当者にヒアリングを行うことで、資金繰り精度の向上にも努めている。
この結果、手元現預金の残高圧縮にも繋がっている。

神戸製鋼所では、国内の連結手元現預金を4年間で560億円から160億円へと400億円削減することに成功した。また、連結有利子負債
も4年間で1兆円から6000億円へと4000億円削減した。さらに、支払代行の利用が拡大したことにより、銀行への振込手数料もグループ
全体で約1億円削減された。

神戸製鋼所のCMS活用が成功した要因として、利用者であるグループ会社がメリットを実感できる仕組みづくりを継続する姿勢
が挙げられる。例えば、グループ会社の財務担当者は、総務や人事の業務を兼任している場合があり、CMSの操作画面も簡単で分かり
やすいことが求められる。担当者が喜んで使うようになれば、今度は自ら進んでCMSの仕組みを理解しようとする好循環が生まれる。 
現在も年間50社のグループ会社を訪問してCMSの改善点をヒアリングし、そこで洗い出された課題を改善に繋げるという地道な活動を
続けている。

CMS活用の成功事例

神戸製鋼所
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４．今後の課題

グループ全体の資金効率を向上させるためには、先ず、

グループ資金の統括口座への集中率を高めることが前提

となる。その上で、今後の取組みとしては、４つのことを

指摘することができる（コラム「今後の課題と取組み予定」

参照）。

第一に、CMSサービスの拡充である。CMSについては

先ずはプーリングのみのCMSから始まって、次にそれ以

外のサービスへと段階的に導入することが一般的である。

既に見たように、支払代行やネッティングの導入割合は依

然として５割に届かず、導入済みであっても最近になって

導入した企業が多い。

注目すべきは、資金集中率によって、プーリング以外の

サービス導入状況に大きな差があることが確認されたこ

とである。CMSに対する資金集中率が低い企業は、CMS

サービスの拡充に先立って、CMS統括口座への資金集中

を進めるべきであろう。

第二に、資金繰り精度の向上である。グループの資金効

率を向上させるためには、グループ全体の資金を統括口座

に集中した上で、資金繰り精度を高めることが必要である。

具体的には、グループ各社の資金繰り精度を改善するとと

もに、資金の変動パターンを把握して資金ニーズ予測を行

うなどして、統括口座のバッファー資金量を減らす必要が

ある。

さらに、グローバルに活動する企業にとっては、海外グ

ループ会社への展開が挙げられる。今回の調査では国内

CMSを対象としたが、今後の課題として、海外グループ会

社を含むグループ全体の資金集中、最適化を挙げる企業は

多い。電機、自動車などのグローバル企業では、既に米国、

欧州など地域ごとにCMSを導入し、域内の資金効率の改

善を図っている。アジアにおいても同様の取組みは見られ

るが、アジア全域を対象とするCMS導入は制約が大きく、

簡単ではないというのが現状である。こうした中、グルー

プ会社が比較的集中している中国やタイなどでCMSを導

入する試みが始まっている。

最後に、CMS活用が新たな段階に入るとともに、システ

ムの高度化も課題となってくる。日本では銀行が提供する

CMSソフトを利用する企業が圧倒的に多い。銀行のCMS

ソフトは一通りの機能を揃えており、そのまま導入しても

一定の成果を期待することができる。しかし、CMSの活用

が進むと、経理などの基幹システムとの連携・統合を検討

する必要が出てくる。例えば、支払代行を導入しようとす

れば、基幹システムとの自動連携を考えなければならない。

また、ERPから資金決済の予定データをCMSに取り込む

ようにすれば、資金繰り管理をより精緻に行うことが可能

になる。
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今後の課題と取組み予定今後の課題と取組み予定

CMS サービスの拡充 海外グループ会社への展開

CMSについての課題と今後の取組み予定を自由記入の形で挙げてもらった。その結果、CMSサービスの拡充、

資金繰り精度の向上、海外グループ会社への展開、システムの高度化に関することが多く挙げられた。また、当

然のことではあるが、資金の集中率が低い企業では、グループ資金の更なる集中を挙げる回答が多かった。

● ネッティング、支払代行の展開（同意見多数）
● 試行実施中の支払代行・ネッティングの本格実施
● 支払代行の 100％化
● 給与振込代行の導入
● 支払代行、給与振込の実施
 （2007 年下期から実施予定）
● 集中管理により行う業務（支払代行など）の拡充

資金繰り精度の向上

● 資金繰り予想の一層の正確化
● 入出金予定登録の精度向上
● 与信枠の超過に対する管理体制の強化
● CMS対象企業の財務状況の把握
● 資金予算と実績の管理（経営指導を含む）

● 海外グループ会社への展開（同意見多数）
● 海外でのCMSのカバー率向上
● 海外グループ会社資金の本社集中
● 海外グループ会社を含めた資金の効率化
● アジア地域への展開
● 中国など事業規模に比較して金融インフラが脆

弱な地域における取組み

システムの高度化

● CMSサービスをフル活用するための経理システ
ムの共通化

● 各社仕入れ先マスター管理による支払データ作
成の簡略化

● 操作性の向上
● グループ内に２つ存在するCMSの統合／連携



図42　連結財務管理の視点
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図43　CMSソリューションの概要

診断サービス

業務改善の余地あり

構想策定支援

要件定義支援

システム構築・導入支援

システム改善の必要あり

業務運営・システム運用支援

      　　　 本体、グループ会社のヒアリング、アンケートを通して、資金量、有利子負債、
         利息、銀行手数料等の定量効果に関する改善の余地を試算すると共に、定性
         効果、グループ固有の課題を明らかにし、解決の方向性について助言します。

■ 診断サービス（約1ヶ月）

     　　　 お客様が改善の余地があると判断された場合、詳細な現状課題分析を行い、
     　 具体的な目標、構想（方策）、費用対効果、マスタースケジュールについて提案
         します。

■ 構想策定支援サービス（2ヶ月～3ヶ月）

     　 お客様がシステム改善の選択肢としてアビームのCMSパッケージの導入を
　　　希望される場合、カスタマイズ開発（必要に応じて）、システム導入支援、
　　　データ移行、ユーザーテスト支援、トレーニングを行います。

■ システム構築支援サービス（約3ヶ月～1年）

■ 要件定義支援サービス（約3ヶ月～6ヶ月）
     　 お客様（財務部門）と共同で構想を実現するための詳細な業務要件を定義し
         ます。また、システム改善が必要な場合は、システム要件の定義も行います。

■ 業務運営・システム運用アドバイザリーサービス
         業務・システム改善後の業務運営、システム運用状況について、定期的に課題
         を共有し、改善策について助言を行います。
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付属資料：アビームコンサルティングの CMS ソリューション

グループ経営を推進する際には、グループ全体で集権化すべき機能、集約化すべき機能、分散化すべき機能を明確にする必要

がある。グループ財務については、財務戦略やリスク管理は集権化し、CMS導入によって資金管理業務は集約化するというのが、

今や大企業の常識となっている（図42）。

アビームコンサルティングでは過去10年間にわたり、CMSの導入の構想策定からシステム構築まで一貫して支援するプロジェ

クトを数多く経験してきた。CMS活用の成功事例で紹介した神戸製鋼所もその一例である。これまでのコンサルティング経験

から、CMS導入企業であっても改善の余地が大きいことが分かっている。今回の調査結果でも、CMS導入企業の間で資金の集中

率に大きな差があり、CMSの改善の余地が大きいことが示されている。

そこで、アビームコンサルティングでは、CMS導入企業が更なる効果を実現できるようにするため、５つのフェーズで構成さ

れるCMSソリューションを提供している（図43）。
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