


Elements of the CFO

「CFO」とはなにか──

時代が大きく移り変わる中、

ひとりひとりが

CFOとして求められることを問い直すときである。

CFOプログラム
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Truth

Truth is our element.
— Ralph Waldo Emerson

Skeptical in the face of exuberance.

Encouraging in the face of pessimism.

Cool in the heat of battle.

It’s my job to know the real story.

It’s my job to tell it.

I’m the CFO.

真実は私たちの中にある。
─ ラルフ・ワルド・エマーソン

順調なときこそ、疑いを持て。

不調なときこそ、希望を持て。

争いの中でこそ、冷静であれ。

真実を知ることが、私の仕事である。

真実を伝えることが、私の仕事である。

私は CFOなのだから。
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Growth

The strongest principle of growth 
 lies in the human choice.
— George Eliot

Make. Buy.

Borrow. Build.

Choose this. Not that.

Plant deep. Water well.

Hit the gas. Ride the brakes.

Drive the plan.

Who committed to that number?

Who do you think?

人間の成長の源は選択にある。
─ ジョージ・エリオット

作るか、買うか。

借りるか、築くか。

これを選ぶか、あれを選ぶか。

深く耕すか、水を与えるか。　

アクセルを踏むか、ブレーキを踏むか。

計画を実行せよ。

数字に責任を持つのは誰か。

考えてみよ。
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Relationships

We are never more discontented  
 with others than when we are 
 discontented with ourselves.
—Henri Frédéric Amiel

The boss, the board, the bank, the business.

Direct reports and dotted lines.

Defining what’s possible together.

When it all works, we win.

And when it doesn’t?

Not an option.

自分自身に対して持つ以上の不満を 
他者には持ち得ない。
─アンリ・フレデリック・アミエル

上司、取締役会、銀行、取引先。　

直属でも、そうでなくても。

ともに何ができるか考えよう。　

そうすれば我々の勝利だ。　　　

でも、できなかったら？

いや、きっとうまくいく。
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Decisions

A good decision is based on 
knowledge and not on numbers.
—Plato

Numbers without insight?

Analysis paralysis.

Insight without numbers?

No such thing.

When it comes to decisions, deliver both.

Gut instincts aren’t enough.

Not when you’re standing in my shoes.

よき決断は数字ではなく 
叡智によってなされる。
─ プラトン

分析されていない数字は？

役に立たない。

数字にもとづかない分析は？

あってはならない。　　　

意思決定には数字も分析も欠かせない。

直感だけでは不十分だ。

私の場合は。
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Capital

Capital is that part of wealth  
 which is devoted to obtaining  
 further wealth.
— Alfred Marshall

How much do we need?

Now or later?

At what cost?

Where will it go?

What will we get back?

Can you deliver?

By when?

資本とは 
将来の富を生み出す財である。
─アルフレッド・マーシャル

いくら必要か？　　　

今か。それとも先か。

何のためか。

何が変わるか。

何を得られるか。

本当にできるか。

いつまでに？　
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Disruption

The obstacle is the path.
—Buddhist proverb

Television will be the death of radio.

The web will never be a consumer medium.

Doors swing open.

Doors slam shut.

It’s my job to know which are which.

困難は付き物である。
─仏教の教え

テレビがラジオに終止符を打つ。

インターネットは消費者のメディアにはなりえない。

未来は急に開かれる。

あるいは急に閉ざされる。

私はどちらかを見極めなくてはならない。
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Crisis

Smooth seas do not make  
skillful sailors.
—Anonymous

Fraud.

Breach.

Bleeding cash.

Restatement.

Class action.

When risks become threats  
and our reputation is on the line,  
finance will be ready.

In an instant.

腕のいい船乗りは 
穏やかな海では育たない。
─作者不明

不正、

違反、

キャッシュ流出、

修正開示、

訴訟。

これらのリスクが現実となり、 
評判が地に落ちるとき、 
私たちの出番となる。

今すぐに。
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Infrastructure

Good order is the foundation  
of all good things.
—Edmund Burke

Can we deliver for less?

Can we do it better?

Technology, talent, systems, solutions.

Where we invest shows what we value.

And that’s my call.

すぐれた要求こそが 
すべてを正しからしめる。
─エドマンド・バーク

より安く提供できないか。

よりよくできないか。

技術や人材、システム、ソリューション。

投資には私たちの価値観が表れる。

それこそ私に求められることである。
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Transactions

It is better to be the hammer  
than the anvil.
—Emily Dickinson

Deals are everywhere — or are they?

Do your homework.

Get rational.

Stay calm.

Right moves.

Right reasons.

Right price.

Right Person.

Me.

打たれるより打て。
─エミリー・ディキンソン

取引なんていつでも出来る ― 本当だろうか。

為すべきことをせよ。

合理的であれ。

平静を保て。

正しい行動をせよ。

正当な理由を持て。

適切な価格をつけよ。

適任者を任命せよ。

それが私の役割である。
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Transitions

Distrust any enterprise  
 that requires new clothes.
—Henry David Thoreau

Revolving doors,

expanding floors,

up-and-comers,

one-and-doners.

How we enter changes how we leave.

Legacies are formed in transition:

A lesson best taught by example.

取り繕う企業は信用するな。
─ヘンリー・デイヴィッド・ソロー

広がる可能性、

拡大する規模、

期待の新人、

役割を終えた人。

どう変化を受け入れ、どう変わるのか。

移り変わる中で受け継がれるもの。

やってきたことすべてが学びとなる。
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The Street

The circulation of confidence  
 is better than the circulation  
 of money.
—James Madison

You give guidance and you get guidance.

It’s a busy, two-way street.

On earnings calls, 

it’s my job to be the alert driver.

In those moments,

I am the company.

お金より 
自信を見せる方が重要だ。
─ジェームズ・マディソン

ときに助言を与え、ときに助言を与えられる。

激しく行き交う情報。

業績報告においては、

慎重でなければならない。

そのとき私は会社を代表しているのだから。
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Me

The best way to find yourself  
 is to lose yourself in the service of others.
—Gandhi

Truth teller

soothsayer

black and white

and gray.

Hand shaker

spell breaker

always find a way.

汝を知るためには汝を忘れよ。
─ガンディー

真実を告げる人、

未来を語る人、

白黒はっきりさせる人、

あいまいにする人。　

和を尊ぶ人にも、

対立を恐れぬ人にも、

必ず道は開かれる。
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Photography

Pages 3,4  Truth
Door in Topkapi Palace, Istanbul

Pages 7,8  Relationships
Paper egg carton

Pages 11,12  Capital
Dockside containers, Melbourne, 
Australia

Pages 5,6  Growth
Close-up of a leaf

Pages 9,10  Decisions
Microprocessors on silicon wafers

Pages 13,14  Disruption
Rainforest tree roots, Australia
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Pages 15,16  Crisis
Iceberg, Paradise Bay, Antarctica

Pages 19,20  Transactions
Highway interchange, Oakland, 
California

Pages 23,24  The Street
Cobbled street

Pages 17,18  Infrastructure
Volcanic rock, Giant’s Causeway,  
Country Antrim, Ireland

Pages 21,22  Transitions
Sandstone rock formation, Coyote 
Buttes, Utah

Pages 25,26  Me
California redwood sorrel, Redwood 
National Park, California
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◆CFOプログラムとは
CFOプログラムは、日本経済を支える企業のCFOを支援し、CFO組織の能力向上に寄与す
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