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はじめに
Next CFO Societyとは
日本では、CFOとしてその存在は確立しているとはいえず、各社におけるCFO人材の育成は道半
ばです。一方、企業を取り巻く環境はより高度化、複雑化し、CFOの重要性はさらに高まってき
ています。そのような時代に適応するCFO人材を潤沢に輩出していくためには、個社ごとの伝承
のみではなく、企業や業界の枠を越えたコミュニティでの伝承が必要と考えております。こうし

Next CFO Society サマーキャンプ 2012

‐グローバル化時代のＣＦＯの役割を考える‐
はじめに

ソンによるネットワーク「Next CFO Society」を立ち上げました。
本活動では、年に4回程度、CFO組織が直面している様々な課題について、有識者や企業の第一線

…………………………………………………………………………… 1

プログラム内容

た認識のもと、トーマツグループは、日本CFO協会との共催で、次世代を担うファイナンスパー

…………………………………………………………………… 2

1日目

で活躍する先駆者を講師としてお招きしたディスカッションセッションを行っております。

サマーキャンプ概要
今回のサマーキャンプでは、グローバル時代に求められるCFOの役割を考える機会とし、経営の

コーポレート及びインターナルガバナンスに 関する課題整理 ……………… 4
企業経営とコーポレート・ガバナンス

………………………………………… 6

第一部では、早稲田大学商学学術院教授の宮島英昭氏により、日本における企業統治の変遷をひ
も解きながら、今後の外部環境や成長戦略の変化の中でどのようなガバナンスが求められるかに

2日目

ついて講演をいただきました。

日本企業のIRと説明責任 〜配当政策と企業価値の観点から〜 ……………… 8
グループディスカッション：コーポレートガバナンスとIRの心得
サマーキャンプを振り返って

観点からのセッションを行いました。

………… 10

…………………………………………………… 12

進行役を務める日本CFO協会の石田正氏からは、現在常勤監査役を務めるカルビーにおけるガバ
ナンス体制強化の取り組みをご紹介いただき、経営の現場の視点から、さらに理解を深めること
ができました。
第二部では、「株主価値を向上させる経営」の観点から、早稲田大学大学院会計研究科・商学研究
科兼任講師でエーザイ執行役員IR部長も務める柳良平氏に講義をいただき、企業価値とは何か、
配当政策はどうあるべきか、CFOは投資家に何をどのように伝えるべきかについて考えました。
総括となるグループディスカッションでは、参加者が所属する企業の事業内容や業界特性の違い
を反映した様々な観点から活発な意見・情報交換が行われ、それぞれが自社でどのように取り組
んでいくべきかを考える有意義な機会となりました。

プログラム内容
講師紹介
第一部

企業グループの統治者（ガバナー）としての役割について

専務理事

有限責任監査法人トーマツ

１
日
目

早稲田高等研究所所長

科学研究所助手、ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員などを経て、1995年早大商学部教授、2010年10月より現職。

主催者挨拶

日本CFO協会

早稲田大学商学学術院

立教大学経済学部卒業、同大学大学院修士課程修、東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得修了、早稲田大学商学博士。東京大学社会

オリエンテーション

17:00 ~ 17:15

宮島 英昭 氏

事務局長

谷口

パートナー

財務省「わが国のコーポレートファイナンスとガバナンスに関する研究会」座長（2001年）、経済産業省「コーポレート・システム研究会」

宏

久世

座長（2003年）、経済産業研究所「企業統治分析のフロンティア」プロジェクトリーダーなど歴任。

浩一

『日本の企業統治:その再設計と競争力の回復に向けて』
（東洋経済新報社）
『産業政策と企業統治の経済史：日本経済発展のミクロ分析』
（有斐閣）
など著書・論文多数。

17:15 ~ 19:15

コーポレート及びインターナルガバナンスに関する課題整理

講演

早稲田大学商学学術院、早稲田高等研究所所長

宮島 英昭 教授

21:00 ~

8:30 ~ 9:00

9:00 ~ 10:30

当上席執行役員、2003年同社代表取締役副社長CFO、05年セガサミーホールディングス専務取締役CFO、10年日本CFO協会主任研究委員、11

カルビー株式会社 常勤監査役、公認会計士、
日本CFO協会主任研究委員 石田 正 氏

年1月より現職。
『包括利益経営』
（日経BP社、共著）
『CEO・CFOのためのIFRS財務諸表の読み方』
（中央経済社、共著）
『キャリアアップを目指す人のための「経理・
財務」実務マニュアル』（税務経理協会、共著）など著書、講演多数。

懇談会

柳 良平 氏
ストーリー・テラーとしての役割について

講演

２
日
目

日本企業のIRと説明責任

ブディレクター、シニアIRコンサルタントを経て、2009年よりエーザイ執行役員IR部長。
公職として、東京証券取引所上場制度整備懇談会ディスクロージャー部会委員、日本証券経済研究所業績予想開示研究会委員など歴任。米国
公認管理会計士協会（IMA）日本支部常任理事など歴任。

〜配当政策と企業価値の観点から〜

エーザイ株式会社 執行役員IR部長
早稲田大学大学院会計研究科・商学研究科兼任講師

柳 良平 氏

グループディスカッション
ディス
カッション

コーポレート・ガバナンスとIRの心得
総評
早稲田大学商学学術院、早稲田高等研究所所長

宮島 英昭 教授

エーザイ株式会社 執行役員IR部長
早稲田大学大学院会計研究科・商学研究科兼任講師

柳 良平 氏

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社

12:00 ~

昼食

エーザイ株式会社 執行役員IR部長
早稲田大学大学院会計研究科・商学研究科兼任講師

早稲田大学商学部卒、米サンダーバードビジネススクール卒（MBA with Distinction）。都銀支店長、メーカー財務部長、UBS証券エグゼクティ

初日を振り返って

10:30 ~ 12:00

常勤監査役、公認会計士、日本CFO協会主任研究委員

財務アドバイザリー業務に従事し、代表社員。監査法人在籍中にシンガポール、ロンドン事務所に駐在。96年日本マクドナルド経理・財務担

企業経営とコーポレート・ガバナンス

講演

第二部

カルビー株式会社

明治大学商学部卒、1980年公認会計士登録、アーンストアンドヤング及び朝日監査法人（現あずさ監査法人）にて日本及び米国基準の会計監査、

夕食会

19:15 ~ 21:00

石田 正 氏

秋山 裕史 氏

『企業価値最大化の財務戦略』（同友館）、『企業価値を高める管理会計の改善マニュアル』（中央経済社）など著書・論文多数。

参加企業一覧
旭硝子株式会社

株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション

富士通株式会社

イオン株式会社

昭和シェル石油株式会社

古河電気工業株式会社

出光興産株式会社

住友重機械工業株式会社

株式会社村田製作所

エア・ウォーター株式会社

全日本空輸株式会社

株式会社明治

株式会社ＮＴＴデータ

東レ株式会社

ユニ・チャーム株式会社

オリックス株式会社

日清食品ホールディングス株式会社

株式会社リコー

カゴメ株式会社

日本ガイシ株式会社

株式会社りそなホールディングス

サッポロホールディングス株式会社

株式会社バンダイナムコホールディングス

他

サントリービジネスエキスパート株式会社

日立建機株式会社

※企業名は50音順です。ご了解いただいた企業様のみ掲載しております。
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1日目

第一部

企業グループの統治者（ガバナー）としての役割について

コーポレートおよび
インターナルガバナンスに関する課題整理
早稲田大学商学学術院、早稲田高等研究所所長

宮島 英昭 教授

今後、一段とグローバル化が進む中で日本企業が競争力を回復していく
ためにはどのような統治構造を構築すべきか、「機関投資家との関係性」
「社外取締役の導入」「企業グループにおけるコントロール」の3つを焦
点に宮島氏より講演をいただきました。

統治構造の変遷

規制緩和に伴い持株会社化が進み、事業再編によるグループ化も進展しました。グループにおける子会社ガバナン
スという点では、3つの課題が指摘されます。1つ目は、過度の分権化によりシナジーが働かなくなってしまう問題
です。グループ内の各社がそれぞれの利益責任を追求した結果、自社に直接利益をもたらさない開発や業務を避け

終身雇用制度などに代表される日本企業に独自の統治機構は、かつて日本の

るようになり、シナジーの確保が難しくなりました。2つ目は、分権化の進展に伴うモニタリング機能の補完性です。

競争力の源泉と考えられていました。しかし、1990年代に入ると、その仕組

権限委譲を進める際は、モニタリングを強化しなければ子会社が暴走する可能性があります。完全子会社に対しては、

みはむしろ弊害と言われるようになり、日本経済は失われた10年とも20年と

権限を与えるがモニタリングが弱いという不整合がおきており、子会社の適切な監督に課題があります。3つ目は、

も言われる停滞状況に陥っています。この間、持ち合い解消、銀行借り入れ

グローバル化への対応です。海外売上高比率が高い企業ほど、子会社に対する戦略的意思決定の分権度は低く、現

からエクイティファイナンスへのシフト、執行役員制やストックオプション

地化が遅れています。分権と集権の最適な組み合わせは大きな課題となっており、事業組織のガバナンスの巧拙が

の導入など欧米流の統治手法を取り入れた改革が行われてきましたが、道半

企業パフォーマンスを左右するといえます。

ばの状態にあります。

機関投資家との関係性
日本企業の株主構成は、1970年前後からメインバンクや取引先企業などによる持ち合い等による「インサイダー中心」
の時代が長らく続きました。しかし、1997年の証券・金融危機を経て、持ち合いの解消が進み、リーディングカンパニー
では国内外のファンドや投信など「アウトサイダー」の保有比率が高まっています。2005年頃からは、こうしたア
ウトサイダー株主が議決権を行使して会社提案に反対したり、独自の株主提案をする動きも目立ってきました。こ
うした環境下で、経営を安定させるためには、ビジネスモデルや企業戦略をタイムリーに発信し、株主に正しい情
報を提示することで、理解を求めることが必要になっています。

社外取締役の導入
社外取締役は2003年以降、着実に増加していますが、国際的には著しく低い状態です。
米国では50%以上、韓国は25%以上など、社外取締役の比率を法律・上場ルールで規定している国もあります。しかし、
日本の企業統治機構は欧米型に完全移行したわけではなく、旧来の日本型経営とのハイブリット型も多く見られま
す。このため、導入の義務化がパフォーマンスの低下を招く可能性もあり、慎重な検討が必要です。社外取締役が
真価を発揮するのは、「経営監視」「戦略的意思決定におけるアドバイス」の2点です。一般的にビジネス環境が複雑
なほど助言が必要と考えられますが、そもそも外部から情報を得ることが困難な場合には社外取締役は有効に機能
しません。また、ワンマン経営、同族企業のように経営者が強い権力を発揮している場合にも効果は限定的です。
日本企業の社外取締役の有無と業績動向を検証すると、導入効果を見極め、合理的な選択をしているようです。
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企業グループにおけるコントロール

講演後のディスカッションから
社外取締役の導入における課題
監査役会制度は従来は「ものを言わない」等の批判がありましたが、いまは機能していると思います。
ただ、その役割を担える人材がいないのではないでしょうか。
社長経験者が社外取締役になることが考えられますが、日本では社長の就任年齢が高いため、まずはそ
この若返りを図らなければならないでしょう。

子会社上場の是非
かつては上場子会社にはメリットがありましたが、集権化に向けた連結経営体制を推進する中で上場子
会社を維持するかどうかは議論があると思います。
子会社を上場させることは、モチベーション向上につながりますし、透明性の確保にもなっています。
上場は子会社を成長させるための1つのツールとなりますが、本社が経営に関わりづらく、連結経営の
足かせになっている面もあると思います。
資金調達の面からも100％子会社にしてしまうのは難しいです。一方、上場を維持するコストは今後も
上がっていくことが予想されるので、どのように戦略的に位置づけるかがポイントになるかと思います。
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1日目

第一部

企業グループの統治者（ガバナー）としての役割について

経営の原点「Our Credo‐我が信条」

企業経営とコーポレート・ガバナンス
カルビー株式会社

常勤監査役、公認会計士、日本CFO協会主任研究委員

松本さんは伊藤忠商事からJJに転じ、1999年から10年間に渡ってJJの経営トップを務めました。彼の原点は、JJが掲
げる「Our Credo（我が信条）」にあります。

石田 正 氏

「Our Credo」のポイントは、ステークホルダーの中で「顧客」が第一になっている点です。
「顧客」の次に「従業員」、
「地
域社会」、そして最後に「株主」がきます。カルビーのビジョンは「Our Credo」を参考にしてつくられており、松本
さんはよく経営判断で迷うと「Our Credo」に戻るといっております。

国内市場の5割を握るスナック界のガリバー企業カルビー
は、2011年3月に東証第1部に上場、60年にわたるオー

企業経営とリスクマネジメント

ナー経営からの脱却を果たしました。その後も更なる躍進

ここにいる皆さんはご理解いただけると思いますが、経営管理のすべてはリスクマネジメントに帰結します。

を続ける同社に対し、資本市場で注目度が高まっています。

JJは1982年、家庭用解熱鎮痛剤に混入された毒物によって7人の死者を出す「タイレノール事件」に見舞われました。

一般に難しいとされる創業家一族からの経営のバトンタッ

企業の存亡に関わる大事件でしたが、素早く全製品の回収、積極的な情報開示など適切な措置を取り、消費者や産

チがいかにして行われ、経営の原点となるガバナンスはど

業界から高い信頼を得ることができたのです。

のように構築されているのか、同社監査役である石田氏か

このときの教訓から、問題（危機）が発生した時に大切にしなくてはならない「Crisis

ら話をお聞きました。

ポイントとその優先順位があげられます。最も重要なのは①顧客であり、その次に②情報開示、③トップによる率先

カルビーの現在のガバナンス体制

Management」として5つの

垂範と④スピード、そして最後に⑤再発防止に向けたビジネスの再構築です。
上場初日の2011年3月11日、東日本大震災が発生し、宇都宮にある主力工場が大きな被害を受け、十分な商品を供給

現在の株主構成を見ると、創業家と資本業務提携関係にある米ペプシコが各20%を保有、これに従業員持ち株会や取

できない事態に陥りました。

引先等を加え、50%強の安定株主を確保しております。

第一に優先すべき「顧客」のためにも、商品を切らさないように定番品に絞り、他工場からの生産でまかないましたが、

ガバナンス体制についていいますと、カルビーは、日本企業のベンチマークの1つとなる会社といってよいでしょう。

ひとつ失敗をしました。5つの原則のうち、①から④までは対応できたのですが、⑤のビジネスの再構築ができていな

体制は伝統的な監査役会方式をとっており、取締役会7名のうち、代表取締役会長（CEO）の松本晃と代表取締役社

かったのです。店舗にとってみれば、定番品のみですべての棚を埋めることはできず、品数を揃えるため他社製品

長（COO）の伊藤秀二を除く、5名（講演当時。その後、1人退任のため10月1日時点では4名）が社外取締役となっ

に棚を奪われてしまったのです。

ています。監査役会も4名のうち3名が社外監査役です。
私は、2011年1月に常勤監査役に就任しましたが、松本さんからは「耳の痛いことを言ってほしい」
「迎合してくれるな」

次なる成長を目指したダイバーシティの取り組み

と言われております。実際に、取締役会においては、この1年間に海外進出やM&Aなど何件かは差し戻しされました。

今、カルビーではダイバーシティ経営を推進しています。特に注力しているのは女性の活用です。大株主のペプシ

中には松本さんが思い入れのあった案件もありましたが、結果的に取締役会の決定に従った形となっています。

コのCEOは女性ですが、ボードメンバーの30%が女性になると会社の方向性が変わってくるとのことです。ノルウェー

創業家一族による経営から松本CEOへ

では2003年に上場企業の役員の40%以上を女性にすることを義務づける法律が制定されました。当初、「ほとんどの
企業は3年以内につぶれる」と猛反対されましたが、実際につぶれている企業はありません。カルビーでも、現在の

上場準備を契機にカルビーは「資本」と「経営」の分離を明確に、かつ、着実に実現させました。

女性管理職は15名で全体の6％しかいませんが、これを15%程度にあげようとしています。外国人の採用にも積極的

戦後間もない1949年、松尾孝氏が家業の菓子製造業を株式会社化し、松尾糧食工業として創業、55年にカルビーに

です。今、上海出身の女性が経理部に配属されて大騒ぎになっています。
「何かやってくれ」、と指示すると、必ず「ど

社名変更。その後、長男聡さん、三男雅彦さんと60年近く創業家が経営権を握り、一大菓子メーカーへと成長させ

うしてですか」、と聞いてくるので、上司の課長は面食らっているわけですが、目的を明確にすることは海外では当

ました。上場の検討に入ったのは、３代目の雅彦社長時代。

たり前です。モノカルチャーの日本ではなかなか難しいですが、「言わなくてもわかるだろう」の文化からはそろそ

その際に白羽の矢が立ったのが、当時のジョンソン＆ジョンソン・ジャパン（JJ）のCEOであった松本さんです。彼

ろ脱却しなくてはならないですね。

がカルビー入りするに当たっては、「創業家は経営に携わらない」という条件があったと聞いています。

シンガポールでは、海外の優秀な人材をシンガポール大学に留学生として受け入れ、卒業後の一定期間、シンガポー

日本マクドナルド、セガサミーのオーナーに仕えた私としては半信半疑でした。オーナーはなかなか経営を手放せ

ル国内の企業に派遣しています。これは、もう国家戦略ですね。彼らもしくは彼女らが将来、本国の中枢を担う人

ないものだからです。しかし、2009年に松本さんがCEOに就任後は、創業家は一切の役職を返上し、経営に関与せず、

材となった際には、シンガポールは彼らを通してこれらの国々と太いパイプを持つことになります。

今に至っております。カルビーのコーポレート・ガバナンスが健全に機能している理由は松本さんの経営姿勢にも

日本企業においても、積極的に外国人スタッフを採用し、共に学ぶという環境整備をすることが結果としてグロー

ありますが、その考えを受け入れた創業家の雅彦さんの決断によるところも大きいと言えます。

バル企業に脱皮していくことだと思っています。
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2日目

第二部

ストーリーテラーとしての役割について

日本企業のIRと説明責任
〜配当政策と企業価値の観点から〜
エーザイ株式会社 執行役員IR部長
早稲田大学大学院会計研究科・商学研究科兼任講師 柳 良平 氏

第二部では、ストーリー・テラーとしての役割について、IRの観点から
議論しました。講演いただいた柳氏は投資銀行を経てエーザイでIRをご

と大差がない」との海外投資家の指摘があります。

担当され、10年間で2000件もの投資家ミーティングを行った実績をお

投資家アンケートの結果でも、日本企業のこうした姿勢への不満は高く、「日本企業の現金は50％に割り引いて評価

持ちです。その一方で、早稲田大学大学院で教鞭もとられており、経験

する」という声も聞かれます。

と理論に基づく示唆を頂きました。

安定配当の効果

配当を行うから企業価値が高いのではなく、資本コストを上回るROEを実現することが企業価値の創造であり、最適

日本では、配当と株価に強い相関関係が見られ、安定配当志向が見られます。

資本構成に基づいた最適配当政策を行っていくことが求められます。投資家と企業は敵対関係ではなく、WIN−WIN

日本の配当性向は平均30%と米国と遜色ない水準ですが、その分布は日米で

の関係を築くことが重要です。上場企業は株主に対して、コーポレートファイナンスの理論に基づく価値創造の道

大きく異なります。日本は横並び志向からか20 〜 30%ゾーンに集中している

筋を説明する責任があります。配当政策と企業価値の議論は、その端的な例の一つであり、この分野におけるIRの向

のに対し、米国は無配企業の割合も多くバラつきが見られます。

上が大きな鍵になっていきます。

配当政策とIR
IRの観点でみると、日本の配当政策は画一的でどの企業も似たようなディス
クロージャーとなっています。TOPIX100から決算短信の配当政策に関する記述を分析したところ、約半数の企業が「安
定配当」や「将来投資に向けた内部留保」を重視しています。ところが投資家は、
「安定配当」や「内部留保」よりも「資
本効率」や「キャッシュフロー」に言及した企業を高く評価する傾向が見られ、企業と投資家の間にギャップがあ
ると考えられます。

新しい配当政策のIR指標の提案
配当性向はPLベースの考え方ですが、企業価値最大化を追求するうえではBSを意識することが重要です。株主価値
の最重要KPIはROEであり、ROEに配当性向を乗じたDOEもこれからのIR指標として捉えるべきと考えます。日本の
DOEは2％、米国は5％ですが、ROEの違いが差となっています。高いROEがなければ高いDOEは実現されません。株
主価値を考えると、Equity Spread、つまり資本コストを上回るROE
をあげることが求められます。

フリーキャッシュフロー仮説と
投資家のボイス
日本企業はキャッシュ蓄積の理由として、資金繰り面での備えや将
来の投資の可能性を示唆します。しかし、その多くは具体的なシナ
リオに裏付けされていない曖昧なもので、「貯金箱に貯めておくの
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企業価値最大化を企図して

講演後のディスカッションから
外国人投資家との付き合い方
なるべく通訳を介さず、自分の言葉で説明をすることが大事です。よく「わが社（Our Company）」とい
う言葉を使いますが、「Our」にはそこにいる株主が含まれていることも強く認識すべきです。
日本企業では、事業の説明に終始しがちですが、5 分でいいのでファイナンスやガバナンスの論点で自社
の状況を話すことが大切です。企業はオペレーショナルな存在で、投資家はファイナンシャルな存在です。
IR はそのブリッジです。ただし、ケースバイケースでしょうから、Comply or Explain（グローバルスタ
ンダードを遵守するか自社の特別な事情を説明する）が原則になると思います。

IRの費用対効果
IRの費用対効果については、会社によっては株価や問い合わせ取材件数などで計るということもありま
すが、定量化は困難です。まずは、IRは、企業として果たすべき株主への説明責任という認識が必要です。
さらに言えば、ＩＲは資本コストを低減するというアカデミックリサーチもあり、企業価値評価の向上
に繋がります。
東京証券市場では売買代金ベースで外国人投資家の割合が6割を超えて、存在感があります。彼らが価
格決定力を持っているともいえましょう。ガバナンスディスカウントを避けるためには、質の高いIRを
行い、信頼関係を築くことが重要です。
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グループディスカッション

コーポレートガバナンスとIRの心得

例えば食品業界の「おいしい」「真心調理」のような定量的に表すことができない「価値」を、企業と
してどのように評価し、どの程度の経営資源を振り向けるか判断が難しいところです。株主はその企
業の将来価値を評価し、投資していますので、企業が調達した資金を元手に、どのような価値が生み

2 日間の総括として、今回のテーマである CFO の役割について、各社における「企業グループの
統括者（ガバナー）」及び「ストーリー・テラー」としての取り組み状況とその役割を果たすため
に何が課題となっているかをテーマにグループに分かれてディスカッションしました。講師の方々
にもアドバイザーとして各グループの議論に加わっていただき、課題の深堀ができました。

出されたかが問われることになります。
企業価値向上に向けて、資源を適切に配分していくには、ファイナンス観点からも撤退基準のような
ものさしを定め、運用していかなければならないと思います。CFOは、D/Eレシオの悪化など、ファ
イナンス面からのリスクを指摘し、投資の意思決定に関与していくことが求められると思います。
価値実現に向けていかに統制を取るかという点では、グローバル展開する中で、海外拠点に対するガ

テーマ1：ストーリー・テラーとしてのCFO
多様な株主に対し、どのように自社の「価値」を伝えているか？
また、どのようにすれば伝わると考えるか？
ストーリー・テラーである以前に、自社の価値が定義できていません。中期経営計画を策定しても、
自社の企業価値を算定できていない企業が大半だと思います。本来は、自社の企業価値を把握し、ストー
リーをもって語れることが重要だと思います。
中期経営計画を策定する現場では、たいてい事業の話に終始してしまい、ROAやROEの話に及ばない

バナンスが課題になります。事業部の中にある経理部門は、事業部門がレポート先になるので本社か
らコントロールを利かせることは難しいです。
グループ会社においては、その社内と本社とのダブルのレポートラインを定義するなどして、ガバナ
ンスを強化していくことが必要です。

テーマ3：CFOまたはCFO組織として機能するための課題
それぞれの企業の中でCFOは「ストーリー・テラー」「ガバナー」として機能しているか？
機能させるための課題は何か？

ことが多いです。社内でも、事業を数値面から語ることを意識する必要があると思います。
企業価値の定義については色々な考え方があるものの、一義的にはDCFです。30年くらいのDCFを商
品毎に計算して、企業の本源的価値を求めること、その上で、リスクはこうだ、戦略はどうだという
話をして、投資家と向き合っていくことが重要です。
株主への説明は誰が担うか、という点でも議論はあると思います。日本では、経営企画部が事業面、
財務部が数値面と役割分担している例が多いのではないでしょうか。CFOはその両方をカバーすべき
存在だと思いますが、現実には組織の壁が邪魔をしていることも考えられます。

「CFOまたはCFO組織として機能」を議論する以前に、そもそもCFOにあたる人物がいるかをチーム内
で尋ねたところ、5社中、4社はそのような人がいないという結果でした。CFOの役割を担う組織につ
いては、事業部からはIRは経理の役割だと言われ、一方、経理では事業内容をうまく話せないので広
報の役割だと、押し付け合いになりがちです。CFOの役割が広範なため、包括的に対応できる人材・
組織がないということが課題なのかもしれません。
2日間の議論を通して、ストーリー・テラーとしての役割と、ガバナーとしての役割は共につながって
いるのだと感じました。一方、組織上はそれぞれの役割は分断されています。CFO組織として機能す
るには、ガラパゴス化した経理財務部門ではなく、それぞれが連携しなくてはならないのだと思います。

テーマ2：ガバナーとしてのCFO

ガバナーとして機能するためには、CFOが独立

伝えるべき自社の「価値」をどのように定義し、

となります。たとえば、社長または社長直轄の

その「価値」実現に向けてどのような統制を行っているか？

した権限を持って統制を利かせられるかが問題
組織が暴走した際にCFO組織としていかに歯止
めを利かせられるでしょうか。

私のチームは、食品企業と製造業の混成チームですが、それぞれが主張する「価値」の考え方はまっ
たく異なっていました。食品企業のIRは商品の説明が多くなります。
「おいしい」とか「あたらしい」とか、
こんなにいい商品をつくった、ということが「価値」と考えているからです。一方、製造業では、こ
の商品は儲かるかといったように、収益を生み出すか否かが重要視されています。
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サマーキャンプを振り返って
〜参加者の声〜

〜主催者より〜

普段はIRの責任者のポジションにありますが、理論やロジックに立ち返ることの重要さを改めて感じまし

Next CFO Societyは2011年より活動を開始しましたが、合宿形式での開催は初の試みとなります。

た。投資家はFinancialなentityであり、ややもすると定性的に過ぎる経営戦略や成長ストーリーも、彼ら

CFOの役割という、通常回ではなかなか取り扱えない経営視点からの難しいテーマ設定でしたが、

の言語に置き換えて訴求していくことの必要性を痛感しました。

コーポレートガバナンスについては日本の多様性について各社の現状をお聞きできたこと、子会社上場に
関して米国の考え方を吸収できたこと、またカルビーの先進的な役員構成は本当に参考になりました。２

2日間にわたり、参加者の間で活発な議論が繰り広げられました。懇親会でも、議論は尽きること
なく、各社の取り組みを熱心に聞き入る方や、日本企業におけるCFO、ファイナンス組織のあるべ
き姿について意見交換を行うグループなど、オフサイト企画ならではの深い討議が行うことができ、

日目の柳さんのお話は、IRを事業の将来像の説明とのみ考えていました私にとっては非常に興味深いと同

ネットワーク作りという点においても大変有意義な会になりました。

時に、アカデミックに解説いただいたことで非常に納得感がありました。次年度も機会があればぜひ参加

Next CFO Societyが、将来の日本企業を担うCFOを輩出していくネットワーク基点となるよう、本

させていただきたいと感じました。ありがとうございました。

社外の方々と接する機会としても非常に貴重でした。ありがとうございました。

会に賛同いただける意欲の高い企業に広く参加を呼びかけ、質の高い機会の提供に取り組んでまい
ります。
日本CFO協会
トーマツグループ

CFOプログラム

今回のお話は大変興味深いものでした。外部・内部に対してのCFOの役割の概要を知ることができました。
大学教授、会計士、監査役のお立場でのお話が多かったので、企業内の経理財務部門として苦労している
こと、たたき上げでCFOを務めていらっしゃる方のご苦労話などお伺いできれば、なお良かったのでは
ないでしょうか。

異業種の経理財務のキーパーソンの方と交流ができたことで、今後の業務でのヒントを沢山もらいました。
このような機会を設けていただいたことは非常に感謝しております。今後も是非、継続して開催していた
だければと思います。

日頃の実務とは違った視点で、また、他の会社の方々の様々なご意見を拝聴することができ、大変勉強に
なりました。現場にいるとどうしても目線が低く、時間軸も短いものに捉われがちになります。これは仕
方のないことですが、そうなっていることを自覚し、時にはあえて目線を高くし、周りを見渡すことが必
要だと感じています。その意味で、このようなイベントは大変有用でとてもありがたいと感謝いたします。
あるべき姿を共有、検討して現状との差を認識し、その差分をどのように、時間をどの程度で埋めていく
かを考え始めるキッカケにしたいと思います。

素晴らしいイベントで、私自身、日頃疑問に感じていたことが明確になり、今後目指していく方向がクリ
アになりました。これからもできれば参加させていただきたいと思います。
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