百家
争鳴
CFOプログラム

別冊

Next CFO Society
サマーキャンプ2014
─ファイナンス組織力の向上に向けて─

2014

SPECIAL
ISSUE

Next CFO Society
サマーキャンプ2014
─ファイナンス組織力の向上に向けて─

Contents
1

はじめに

4 【特別講演】
「私の会計・税務の専門家とのお付き合い」
7 【特別講演】
「企業の持続的成長とCFO の役割」
10 【グループディスカッション】
「ファイナンス組織力の向上に向けたアクション」
12 参加者の声

はじめに
グローバル化が急激に進む中で、企業を取り巻く環境は一段と高度
化・複雑化し、財務を司る CFO が果たすべき役割も重要性を増し
ています。しかし、多くの日本企業では、CFO の位置づけが十分
に認知されておらず、広い守備範囲をカバーするための人材育成が
体系的に行われているわけでもありません。
次代を担う CFO 人材を育成するためには、企業ごとの個別の取り
組みだけではなく、時には、企業や業界を超えた横のつながりで知
見や問題意識を共有し、切磋琢磨していくことも必要です。

Next CFO Society では、そのような課題認識のもと、未来の CFO
人材の育成と交流を目的とし、年4回、経験豊かな先達を講師とし
て招き、CFO 組織が直面する課題について考えるディスカッショ
ンセッションを実施しています。
今回のサマーキャンプは「ファイナンス組織力の向上に向けて」を
テーマとして設定。厳しいグローバル競争に挑む上で、ファイナン
ス組織が情報収集・分析力を高め、事業部門に的確な示唆を提示で
きる体制を整えることの意義について考えました。

1日目は、参加者それぞれの課題認識を共有した上で、課題を解決し、
ファイナンス組織力を高めるためのインプットを講師から得ました。

2日目は、初日のインプットをベースに、グループに分かれて活発
なディスカッションを重ね、課題解決に踏み出すために必要な論点
を整理しました。
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プログラム内容
1 日目 第 1 部
オリエンテーション

13:10 ～ 13:15 主催者挨拶

有限責任監査法人トーマツ 執行役 パートナー
日本 CFO 協会 専務理事 事務局長 谷口 宏

13:15 ～ 14:45

久世 浩一

【プレゼンテーション講座】
日本 CFO 協会 主任講師（プレゼンテーションスキル担当） 池田 ふみ 氏

14:45 ～ 15:00 休憩
15:00 ～ 17:00

【特別講演】
私の会計・税務の専門家とのお付き合い
元 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社 副会長 近藤 章 氏

17:00 ～ 17:15 休憩
17:15 ～ 18:45

【特別講演】
企業の持続的成長と CFO の役割
元住友商事株式会社 代表取締役副社長

島崎 憲明 氏

18:45 ～ 19:15 休憩
19:15 ～ 21:00 夕食会
21:00 ～

懇親会

2 日目 第 2 部
8:30 ～ 8:50

2日目の趣旨・内容説明
【グループディスカッション】
「ファイナンス組織力の向上に向けたアクション
～いかにして経営判断に資する、情報の収集、分析、示唆を行っていく
べきか、情報チャネル、人財、システムの観点から～」

8:50 ～ 11:50

総評
元 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社 副会長 近藤 章 氏

元住友商事株式会社 代表取締役副社長 島崎 憲明 氏
カルビー株式会社 常勤監査役 日本 CFO 協会主任研究委員 石田 正 氏
首都大学東京大学院 教授 日本 CFO 協会主任研究委員 松田 千恵子 氏
デロイトトーマツ コンサルティング株式会社 パートナー 日置 圭介

11:50 ～ 11:55 閉会
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講師紹介
近藤 章 氏

元AIGジャパン・ホールディングス株式会社 副会長

1967年 住友銀行（現 三井住友銀行）入行。1992年 取締役（NY 駐在）、1997年
常務取締役（NY 駐在）を経て、1999年 大和證券 SB キャピタル・マーケッツ代表
取締役副社長就任。

2000年から4年間に渡りソニー執行役員専務として、Deputy CFO、CAO（最高分
析責任者）
、CIO（最高情報責任者）を歴任。
2004年 AIG イースト・アジア・ホールディングス・マネジメント副会長。2005年
富士火災海上保険社外取締役、2009年代表執行役社長兼 CEO、2010年代表執行役
会長兼 CEO 就任。2011年10月 に AIG ジャパン・ホールでイングス副会長就任。
2012年4月より国際協力銀行社外取締役、2014年6月よりカルビー監査役を務める。

島崎 憲明 氏

元住友商事株式会社 代表取締役副社長、IFRS財団アジアオセアニアオフィス
アドバイザー、日本公認会計士協会顧問

1969年住友商事入社、1998年取締役就任、2005年から2009年まで代表取締役副
社長、2013年まで特別顧問。2009年から2013年まで IFRS 財団トラスティ。
これまでに日本経団連で資本市場部会長、企業会計部会長を、金融庁で企業会計審
議会委員、金融審議会委員・部会長代理を務める。現在は金融庁政策評価有識者会
議委員、日本証券業協会副会長自主規制会議議長のほか、企業の社外取締役、経営
諮問会議外部委員などを務める。

2013年に IFRS 財団アジアオセアニアオフィスアドバイザー、日本公認会計士協会
顧問、2014年に関西大学会計専門職大学院客員教授に就任。

参加企業一覧
旭硝子株式会社

双信電機株式会社

出光興産株式会社

THK 株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

日東電工株式会社

カルビー株式会社

パナソニック株式会社

KDDI 株式会社

日立建機株式会社

昭和シェル石油株式会社

富士通株式会社

新日鐵住金株式会社

三菱商事株式会社

住友重機械工業株式会社

横河電機株式会社

企業名は50音順です。
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特別講演

私の会計・税務の専門家とのお付き合い
元AIGジャパン・ホールディングス株式会社 副会長

近藤 章 氏

住友銀行（現三井住友銀行）で常務取締役まで務めた後、大和
証券SBキャピタルマーケッツ副社長、ソニー DeputyCFOなどを
歴任。AIGジャパン副会長就任後は、経営不振に陥っていた富
士火災の再建を担当された近藤氏。40数年にわたる財務や国際
金融の舞台でのご経験から、会計の本質、グローバル化・IT化や
リスク対応について、CFOとしての心構えをお話いただきました。
ま
た豊富な専門家とのプロジェクト協力実績も踏まえ、社内改革に取
り組む参加者からの質問に、多面的なアドバイスをいただきました。
私が新社会人として住友銀行に入行したのは

ばしばありますが、手計算でやっていると自

東京五輪開催から 3 年後の 1967 年。その後

分でミスに気づくチャンスがあります。しか

の社会人人生のほとんどを金融の世界に身を

し、システム上で数字を入力するだけでは、

置いてまいりました。この間、IT 技術のめざ

ミスに気づかぬまま、一瞬で数百億円の損を

ましい進歩によって、会計・税務の世界がド

出す危険性もあります。会計感覚を持つこと

ラスチックに変化したようにも思えるのです

は、実際の取引の場面で為替のポジションを

が、実は、本質の部分はあまり変わらないと

確認するうえでも、とても重要なのです。

いう事などを、私自身の経験と専門家との関

以前、ザイールで、銀行買収の調査をした際

わりを通じて学んだことをベースに皆様にお

にも、会計感覚が役立ちました。現地に赴き、

伝えしたいと思います。

相手先のフランスの銀行の説明を聞き、BS/

住友銀行に入行後、最初の2年間は支店勤務

PL を5年分出してもらいましたが、つじつま

でした。当時の日本の銀行は、各店舗がそれ

の合わない箇所を子細に突き詰めていった結

ぞれ総勘定元帳を持ち、支店ごとに貸借対照

果、粉飾決算を発見しました。それを指摘す

表、損益計算書（BS/PL）も管理していたので、 ると現地職員の使い込みのため、収支をごま
決算を通じて財務諸表のなんたるかを実体験

かしていた事実が明らかになりました。結局、

として学ぶことができました。これほど IT

出資は取りやめになりましたが、大変良い勉

化が進む前の銀行員は、伝票の読み方や、そ

強になりました。デューデリジェンスと言っ

の行内での流れを理解していましたが、現在

ても専門家に任せきりにせず、自分で勘定系

は数字を入力すれば後はコンピューターシス

を確かめることが大事だと実感した次第です。

テムが全て処理してくれるため、伝票を読む

これらの経験から振り返ると、これからの

CFO は、会計の本質的な部分は、伝票から
本質的に会計がわからない人が増えています。 遡ってしっかり見る力を持ち、IT やグローバ
必要はありません。このため、銀行員なのに、
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もちろん、システムによる省力化のメリット

ル化など世の中の変化も理解していかなけれ

はありますが、
「数字さえ入力すれば終わり」

ばなりません。一方で、対応すべきリスクは

というやり方に慣れきってしまうのは問題が

どんどん広がっています。

あると思いますし、後で苦労するのではない

CFO は本来金庫番なので、何が起きても「最

でしょうか。勘定系を理解することは会計の

後は自分に来る」という認識を持つべきです

要点であると私は考えています。

が、日本の CFO はその認識がきわめて希薄

支店勤務の後、私は外為の業務を担当しまし

です。個人情報漏洩や地震、サプライチェー

た。トレーディングでは、
「受け」なのか「払

ンなど、今日では様々な事業リスクがありま

い」なのか、ポジションを混同することがし

すが、保険でカバーする発想も乏しいようで

す。たとえば、東日本大震災で日本の保険会

しょうか。日本企業の国税対応は、
「どうす

社が企業に払った保険金は 6000 億円です。

れば税務調査を逃れられるか」といった伝統

しかし、個人や農水産業者等に払った保険金

的な発想の域から出ておらず、いまだに、

はそれをはるかに上回る2兆円でした。日本

CFO ではなく総務が担当する企業も多いよ

の企業がリスクをきちんと管理できないため、 うです。米国では、不必要に高い税金を納付
保険会社も企業向けの商品の販売に力が入り

すれば、株主総会で追及されるため、腕のい

きらない状態であるように思われます。

いタックスロイヤーを雇って、最大限の節税

企業には「会計システム」と「基幹システム」

に努めることが当たり前で、日本とは様相が

という2系統の大きなシステムがあります。

全く異なります。

この2つを橋渡ししておかないと、経理の人

近年は CFO が IR の責任者も兼任することが

は IT が理解できず、IT の人は経理が理解でき

多く、自社のリスクを踏まえて投資家の質問

ない状態に陥ってしまいます。日本には CFO

に答えるべきです。しかし、海外の企業に比

兼 CIO という存在が無いので、両方を理解で

べて、日本企業は組織横断的な課題解決にふ

きている人はひとりもいないと考えた方がい

さわしい形が整っておらず、苦労することが

いでしょう。これからの日本では CFO が IT

多いようです。私は海外での経験から、こう

関連のコストの中身についても把握し、もっ

した点に問題意識を持っています。近年は日

と意見を言えるようにしなければならないの

本企業もグローバルに展開し、外国人株主比

ではないでしょうか。

率が上がってきているので、CFO が組織の

他方、税務についても、日本企業の CFO は、

構造にも問題意識を持って、改革に取り組ん

自らの管轄下という意識が薄いのではないで

でいくことが必要です。

講演後のＱ＆Ａセッションから

Q

近年、日本企業の海外進出が進み、特に
中国への投資には力を入れていると思うが、

Q

今後の中国のリスクをどう考えるか。

日本企業はよく手元資金を多めに持って
いると言われるが、リスク管理が不十分
なため、多額の現金を持とうという発想

近藤氏：中国のリスクは、根本的に他の自由主

が背景にあるのか。

義経済のリスクとは違うと考えた方がよい。税

近藤氏：日本企業の保有する手元資金が厚くな

金や法による規制などがあっても、最終的には

る理由の１つは、銀行への信頼が十分でないた

政府（共産党）の決定に従うので、極めて現実

めであろう。米国の場合、「手元資金をたくさ

的に対応しなければならない。直近でも、複数

ん持っていても有効に利用できないのであれは、

の日本企業がカルテルの独禁法違反により、多

そんなに抱えるべきではない」と株主からプレ

額の制裁金を課されたが、見解の違いに対して

ッシャーがかかる。

法的に争えないことは大きな問題である。

厚めの手元資金が必ずしもリスクヘッジになる

こうした中国特有のリスクを懸念して、中国に

わけではないが、日本の金融資本市場はそうし

対する投資が急減しているようだが、捨てられ

た部分に無頓着で、割合惰性で動いているので

ない市場ならば、違いを理解した上で対処する

はないか。これは大きな問題だ。企業はもう少

しかない。中国でも人件費等のコストが上昇し

し進んだ金融資本市場とのつきあい方を考えな

つつあるので、中国で売るものは中国で製造す

ければならない。日本企業が手元資金を多く抱

るが、それ以外の市場向けのものは、アジアの

える傾向も、一種の惰性に過ぎないのではない

他国に製造拠点を移すなど、サプライチェーン

か。

を見直すことも有効である。
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講演後のＱ＆Ａセッションから

Q

リスクを感じ取る感性をどう身につけるか、
また、リスクを発見しようとした時に、ど

Q

のような事に気をつければいいのか。

社内でグローバルな税務チームを組織し
たいが、懐疑的な意見もある。海外に税
務のオペレーションを移したことで具体的

近藤氏：私の経験では、本社内でリスクマッピ

にどのような効果があったか。 また、ど

ングの議論をするのもいいが、
「一番大きなリ

の程度の権限と責任を与えたのか。

スクは何か」という命題に対して、現場の課長

近藤氏：私はニューヨークで外資系企業の国際

レベルにヒアリングすると、答えが出てくるこ

税務経験者を採用し、日本以外の80カ国の拠

とが多い。例えば、その会社が東海地方にある

点の税務申告書のチェックと、移転価格の事前

とすると、地震やサプライチェーンや電気代の

申請（APA）を全面的に任せた。国税当局との

リスクなど、現場では、普段から様々な想定を

関係は、日本と米国とでは大きく異なり、米国

しているはずだ。ビジネスリスク以外にも、保

での APA はプロフェッショナルなやり取りに

険でカバーできるリスク、できないリスクを、

なるため、経験者を採用し、権限を与えること

社内で日頃から整理しておくといいのではない

に効果があった。本当はもう少し現地に裁量を

か。

与えたかったが、当時では難しい部分もあった。

Q

現在の企業は、より国際競争を意識していかな
海外事業で、現地に裁量を与える際に気

ければならないので、前向きに権限委譲を進め

をつけるべきポイントや、「任せた相手が

るべきだ。

悪かった」という結果に終わらないように
近藤氏：私も海外で会社を立ち上げた経験があ

Q

るが、その時の人選については、ヘッドハンテ

近藤氏：日本のメーカーは独自性のあるものづ

ィングをかける前に、あえて他社の担当者に意

くりをしており、アメリカの近視眼的な経営に

見を聞く等、多面的な視点で評価した。

比べて、優れている点も多いと感じる。一方で、

また日本企業は出来上がった企業を買う例が多

保険業界を例にとると、国内大手の企業は、安

いが、中途半端に現地に任せきりにする感じで

定性はあるが、リスクをとることに消極的で、

はうまくいかない。銀行でも外資系と組んでう

人材や資源が有効活用されていない。日本の優

まくいっている例をみると、社内に抵抗勢力が

位を見つけ出し、そこに安住するのではなく、

あってもマネジメントが決断するべき場面で適

日本企業が改善すべき点に目を向けていく必要

切な決断をしている。

がある。

Q

Q

するための人選はどうすべきなのか。

CFO が広い範囲でリスク管理に責任を持
つべきだとすると、かなり部門横断的に
管理する必要があるが、組織としてはど
のような体制だとうまくいくのか？

経営という観点から、日本のシステムの
方が優れていると思われる点はあるか。

コンサルタント等外部の専門家を活用す
る際、日本企業は主体性なく丸投げする
傾向にあるのではないか。 そのような場
面での CFO の役割をどう考えるか？

近藤氏：どちらかといえば、ワンマン経営、創

近藤氏：本来、経営会議で投資判断する際には、

業者社長がいる企業の方が、組織横断的なリス
社長で、年次がものをいう伝統的な日本企業の

CFO の視点が重要になる。しかし、IT 投資につ
いて、日本の CFO は IT コストを管理せず、中
身を IT 部署に任せてしまうのが実情だ。いつ

組織はやりにくいはず。鶴の一声で、まとまっ

もお決まりの実務部隊に任せるのではなく、必

て動ける企業と動けない企業がある。企業規模

要ならば「IT 戦略はこうあるべきだ」と提言す

にもよるが、うまく行く企業はトップのリーダ

るぐらいの意識で、コンサルタントに依頼する

ク管理はうまくいくことが多い。サラリーマン

ーシップのあり方が違うと感じる。

べきだと思う。さらに、IT 投資の費用対効果を
どのようなモノサシで見ていくべきかも含めて、
本質的な議論をする方が良いと思う。

6

特別講演

企業の持続的成長とCFOの役割
元住友商事株式会社 代表取締役副社長

IFRS財団アジアオセアニアオフィス アドバイザー 島崎 憲明 氏
1990年代、総合商社は成長分野へのシフトを進めるため、収益
構造改革に取り組みました。当時、
リスク・リターン評価の新しい概
念を導入し、住友商事のCFOとして改革を主導した島崎氏より、
一連の改革への取り組みや、銅取引による巨額損失事件の経験
を踏まえ、企業が持続的に成長するためにCFOが果たすべき役割
について語っていただきました。

企業が生き残るためには環境変化に対応する

立からは50年を迎えていたものの、商事会

ことが必須ですが、永続するためには、変わ

社としてのスタートを切ったのは戦後でした

らない軸も必要です。日本には創業100年以

ので、まだ、若い商社でした。企業経営を駅

上の企業が 2 万 6000 社以上あるといわれて

伝に例える経営者が多いですが、自社の歴史

おり、世界有数の「老舗大国」といえます。

を理解し、次の世代に襷を渡す、つまり企業

これらの老舗は目先の利益だけを追わずに、

の永続性を経営者の一翼として担うのが CFO

社会とともに生き、生かされながら伝統を作

だということになります。

ってきたのです。ある調査機関が、老舗企業

この10年間の総合商社の業績は、5商社合計

を対象に実施したアンケートの中に、
「老舗

で、連結純損益が2003年の約1700億円から

企業として大事なことを漢字1文字であらわ

2014 年には 1 兆 6000 億円へと大きく伸び、

すと」という設問がありました。トップ3は

株主資本利益率（ROE）も5% から12% と倍

「信」
「誠」
「継」など、いかにも老舗らしい

以上のパフォーマンスになりました。資源投

漢字でしたが、
「変」
「新」も上位に食い込み

資などが寄与したといわれますが、実際は

ました。伝統を守るだけでなく、新しい挑戦

ROE を意識した経営改革を進めてきた成果

や変革も大事だということです。

です。

企業の持続的成長には、創業精神と経営理念

収益構造改革のため住友商事は、「リスク・

の遵守も大切です。松下幸之助氏の経営哲学

リターン」の新しい概念を導入し、事業の選

の中に、「いちばん根本にあるのは、正しい

択と集中に取り組みました。「成長性」と「リ

経営理念なのだ」とありますが、それを踏ま

ターン」を座標軸にして事業をマッピングし、

えて日々のビジネス活動を具現化する事を、

成長性もリターンも低いものは、撤退すると

どれだけ実践できるかが重要です。例えば住

決めました。それまでの「個別最適なモノサ

友グループでは、住友の事業精神が住友の

シ」から、
「全体最適なモノサシ」へと、全

400年の歴史と共に受け継がれ教訓となって

社共通で事業評価する仕組みを作ったわけで

います。各企業における経営理念は、普遍的

す。評価の仕組みを統一すると個別の事業を

な理念として入社以来叩き込まれていても、

適切に評価できないのではないかという議論

「リスク管理」という切り口で、具体的にど

はありましたが、分野別に最適なモノサシで

ういう仕組みを作り、どうやって意味を持た

は、全社の資源を最適に配分するという課題

せるかにまで、その理念を落とし込まなけれ

には答えることができません。

ば意味がなく、そこを考え抜く事が私は非常

我々が目指したもう一つ重要なことは「目標

に重要だと思っています。

の連鎖」です。会社全体の目標を「会社全体

私は1969年に住友商事に入社しました。創

→事業部門→営業本部→部→課→担当者」へ
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と落とし込み、個人レベルでの目標達成が全

な会社法の専門家からお墨付きをもらい、決

社の達成につながるという連鎖の仕組み作り

算のやり直しをすることなく予定通り株主総

でした。
「目標の連鎖」はリスクとリターン

会を開催できました。この経験を通して、

という指標を基にして構築され、ROE を意

CFO は会社がぎりぎりの局面でも深く考え

識した経営への大きな転機となりました。

て解決策を出すという鍛錬を日頃からしなけ

私自身が CFO として何ができたかを振り返

ればならないと実感しました。

ると、印象に残っていることが3つあります。

3つめは先ほど言及した「リスク・リターン

1つめは特金・ファントラの整理です。1990

概念」の導入です。当時は金融バブル崩壊後

年に入って株価が急激に下落すると、企業が

の後始末が終わったにも関わらず、利益が上

保有する特金・ファントラに含み損が発生し、

がらない状態でした。関係する課長クラスと

住友商事も多額の残高を抱えていました。

タスクフォースを作り、原因分析をすると、

80年代後半は高株価を背景に、どの企業も

従来のリスク回避的な仲介的ビジネス主体の

財テクに走り、本業での落ち込みを財務が補

経営から抜け出ていないという問題点が浮か

う状態が続いていました。当時の日本会計基

び上がりました。メンバーとして参加してい

準も財テクを後押しするようなものでした。

た MBA で学んだ社員が「米国の投資銀行は、

例えば、特金・ファントラは別勘定で原価法

リスクを定量化してそれに見合う利益を考え

を認めるとか、売却の翌日に買い戻しても実

ている。商社でも取り入れたらどうか」と進

現利益として認めるなどです。マーケットが

言してくれたのです。それを受けて、外部の

右肩上がりの状態から反転してきたタイミン

専門家を入れて、約1年かけて新しい概念の

グで大きな決断が求められました。

開発、リスクの定量化を進めました。社内へ

株価が常に上がり続ける体験をした人は、残

浸透させる過程では苦労しましたが、長年の

高を減らす勇気がなかなか持てないことが多

悩みを解決する「事業のリトマス試験紙」を

いですが、このような場面で経理部長や CFO

完成することができました。この時、専門家

はどこまで体を張れるかということです。私

と協働し素晴らしい成果を得るためには、ま

は経理部長の立場でしたが、残高の早期縮小

ず社内の問題意識がしっかりしている事が大

と損切りを提言し、経営幹部はそれに沿った

切だと教えられました。

決断を行い、傷口を広げずに済んだのです。

また情報システムの高度化プロジェクトで、

2つめは1996年に発覚した、銅の不正取引

責任者になったこともあります。この時私は

による巨額損失事件の対応です。当時、住友

コスト削減と競争力強化のため社内からアイ

商事は世界的に見ても、内部統制を含めて完

デアを募り、レガシーシステムを「全体最適」

成度の高いリスクマネジメントを導入してい

のシステムに作り直すことに決めました。鉄

たはずでしたが、
「内部統制に完璧なものは

鋼・自動車などのビジネスにシステムを合わ

ない」という事を教えられました。リスク管

せるのではなく、パッケージシステムに業務

理を高度化するのも大事ですが、CFO にと

プロセスを合わせるよう考え方の転換を図り

ってより大事なことは、問題が発生した際の

ました。部分最適のシステムに慣れた人は反

適切な対応です。事件は、ちょうど6月の株

対しましたが、粘り強く説得して300億円を

主総会の招集通知を発送した後に発覚し、監

投資し、稼動から10年以上たった今では十

査法人からは監査済みの決算をやり直すよう

分かけた費用の回収もできて、コスト削減に

言われました。しかしそうなると株主総会が

寄与しています。

開催できません。ひらめいたのが、利益処分

最近では、住友商事を離れ、政府の方針に協

でこの損失を認識する方法でした。幸い著名

力する立場で、国際財務報告基準（IFRS）導

入促進に取り組んでいます。会計基準は単な

財団が130カ国・地域を対象に採用状況を調

る計測手段と捉えられることもありますが、

査したところでは、既に105カ国が IFRS の適

私の経験では企業の考え方や行動に影響を与

用を上場会社の全部またはほぼ全部に認めて

えているものです。現在日本では IFRS 導入

います。米国など個別の動きをする国もあり

済及び導入予定を公表している企業は50社

ますが、大きな流れとしては、世界の会計基

程 度 で す が、 自 民 党 日 本 経 済 再 生 本 部 が

準は IFRS に収斂していくでしょう。さらな

2014年5月にまとめた「日本再生ビジョン」
では2016年までに300社を目指すよう具体
的な施策を講ずるよう提言しています。IFRS

る導入につなげられるよう、日本企業が抱え
る現実的な問題意識の国際的な発信に、これ
から取り組んで行きたいと考えています。

講演後のＱ＆Ａセッションから

Q

情報システムの高度化について、新シス
テムを立ち上げるまでの期間はどの程度

Q

だったか。 投資と効果の見極めはどのよ
うに行ったか。

リスク・リターンの考え方を導入する際に、
社内の反発や抵抗に対してはどう対応し
たか？

島崎氏：現場との対話に尽きる。振り返ると、

島崎氏：開発から稼動までには、5年かかった。 課長クラスとは随分対話した。銅取引による巨
ただし初年度から、出来上がったシステムはど

額損失事件の際に50回ほど泊りがけの研修を

んどん使って効果を見せながら、営業、経理、

実施し、当社の経営状態や事件をどう教訓にす

財務等の各分野に順次導入して行った。

べきかと徹底的に議論したが、同様の研修をリ

コストの見極めについては、直接新しいシステ

スク・リターンの導入時も行った。

ムを入れることで減らせる部分と、古いシステ

納得してもらうには、やはりフェイストゥフェ

ムの補修管理費と新システムの補修管理費の差

イスのコミュニケーションが必要。経営者から

額のメリットも合わせて考え、導入から5、6

のメッセージとして、粘り強く個別に、場所を

年で回収できると判断した。

変えて代弁することが大事である。

Q

庁はどのような意図で導入を促進しようと

Q

日本版 IFRS が導入されるそうだが、金融

IFRS の導入は、経営にどんなメリットがあ
るか？

しているのか。また、定着する見通しか。

島崎氏：海外子会社を多く抱え、事業を数十カ

島崎氏：今回新しくできた基準は、あくまでも

国以上で展開する企業では、数十以上の別の会

IFRS をベースに作った日本独自の基準である。
したがって IFRS と同一にみなすことはできな

計基準が社内で使われていることになる。これ

いが、ハードルを低くすることで、日本にでき

めることになり、特にグローバルな業種ではメ

るだけ任意適用の会社を増やす目的があり、日

リットがある。

本の立場を明確にする狙いがある。

質の高い国際的な基準を使うことで、海外で即

を揃えることは、同業他社との比較可能性を高

金融庁も、日本からの意見発信をしていくこと

時に M＆A や提携を進められるようになるほか、

を考えているのではないか。日本独自の IFRS

全社共通のモノサシができるためデータの比較

がこのまま定着するということではなく、将来

検討ができようになる。従業員の処遇について

は IFRS に統一することを目指しながら、新し

も、各国のパフォーマンスを共通の基準でフェ

い基準の世界に慣れることを目指していると言

アに人事考課することができるし、連結処理の

える。

手間が相当効率化されると思う。
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グループディスカッション

ファイナンス組織力の向上に向けたアクション
〜いかにして経営判断に資する、情報の収集、分析、示唆を行っていくべきか、情報
２日目は、
「ファイナンス組織力の向上に向けたアクション」について、
グループディスカッションを行いました。参加者はいかに経営判断に
資する情報を収集・提言するかについて話し合い、情報チャネル／
人財／システムの観点から課題を整理しました。活発な意見交換の
後、デロイ
トトーマツ コンサルティング株式会社 取締役パートナー
の篠田昌典のファシリテートにより、各グループの代表が自社の抱える
課題や、
目指すべき方向性について発表。最後に、講師・コメンテー
ターから２日間を振り返り、総括して頂きました。

グループディスカッション

参加者コメント
内部の情報分析方法と
その仕組みに課題

経営者に提言できる人材を
いかに育成するかが課題

情報入手だけでなく、情報の分析結果をいか

経営者に対して提供する情報をいかに選別す

に導き出すかに大きな課題があると感じてい

るか、その間に入る人材のレベルアップをい

る。
「データベースを整理して何を見せるの

かにはかるかが問題だと感じている。ビジネ

か」「何を重要業績評価指標（KPI）として設

スをある程度知らないと、事業部門が出して

定し、経営陣の動きを誘発していくか」がよ

きた数字が妥当か判断できないが、自社で行

り重要であると感じた。

っている人材のローテーションが、この点に

自社の状況を振り返ると、KPI の設定が適切

おいては役立っていると感じた。実際に入手

でないため、様々な軸で指標を経営者に提示

した情報をどう処理し、問題点を見つけてマ

するための総合データベースも整理できてい

ネジメントにどう報告するかについても、意

ない。決算報告も紙ベースで、過去に経営陣

識して人材育成をしていく必要がある。

から質問があった項目を累積しているため、
多量のボリュームになってしまっている。今
後、改善が必要と考える。

データが散在してしまっている
システムの現状が課題
事業部制・カンパニー制の場合、事業ごとの
独立採算となっているために、目標設定も、

BS/PL の管理も別々に行っている。環境変化
に伴う事業分野の変更や、グローバル化の進
展に対応して、経営判断に必要な情報を提供
しようとしても、全体を見通す情報を拾って、
機動的に提言するのが難しい。
たとえば、製造部門は製品作りに特化し、販
売部門は顧客へ届けることに特化しているが、

10

チャネル、人財、システムの観点から〜
本来はひとつの商品が、製造、販売それぞれ

タを収集した上で提供することはできても、

の部門でどのようなコストがかかり、どの程

経営層にタイムリーな情報を伝え、適切な経

度利益に貢献しているのか、把握できなけれ

営判断を求めるには、既存のシステムを改善

ばならない。それぞれの部門が管理するデー

する必要があると感じた。

総評

講師・コメンテーターから

●企業のトップに報告するうえで推奨したいのは、

●若い頃、報告書を部長に持参した際、
「英語

パワーポイント1枚に必要な事項を箇条書きでま

で内容を言ってみて」と突然言われたことがあ

とめた「エグゼクティブ・サマリー」を作成す

った。部長の意図は、「英語ならもっと簡単に

ること。バックデータも含めた担当者の手元資

書くだろう。簡潔に要約しろ」ということだっ

料と同じものを容易しても、経営者は全てに目

た。決算資料や取締役会の資料は紙数が多く、

を通す時間はない。概況をつかむことができる

説明には工夫がいる。最近は iPad など情報端

資料を添えるのが効率的な方法だ。また、経営

末を活用し、紙の資料配付を省略することもあ

陣に対しては、イエスかノーか、第3の道がある

るようだが、その場合は説明する人が数字を頭

のか、結論から伝える度胸も必要だ。
（石田正氏）

に入れていないと紙に戻って確認できないので、

●情報分析には、3つの力がいる。1つめは「情

経営情報の提供については、経理やシステムは

報を捨てる力」
。何がマネジメントに重要かを

データ処理に力を注ぐ傾向がある。しかし、デ

考え、集めたものをかなり捨てた方がよい。2

ータを使う側から見ると、あまり重要ではない

つめは「質問力」
。たとえば、市場や競合を判

部分に力を注いでいることも多い。取締役や部

断する上で、マネジメントにとって本当に必要

長レベルの視点で確認したうえで、使い勝手を

結局時間がかかってしまう。

な情報なのか、自ら問うことが求められる。最

考えてアウトプットの仕方を決める発想も必要

後の3つめは「推測する力」である。過去の情

だ。

報は数字をさかのぼることができるが、経営に

人材交流について、「経理は営業を知らないの

必要な将来の情報はまとまって存在しているわ

で事業部門から上がってきた数字に対して妥当

けではないため、断片的な情報から推測しなけ

な判断ができないことがある」との指摘があっ

ればならない。この3つを意識して、いかに必

た。この課題への1つの解決策として、本社の

要な情報を収集するかを考えてもらいたい。
（松

経理だけでなく、現場に近いところや、営業部

田千恵子氏）

門の管理部に経理を置き、そこでビジネスを一
緒に経験した上で、本社に戻すようにすると、

●結論から報告する力は、非常に重要だ。米国

理解が深まるのではないか。

防総省（ペンタゴン）では、スタッフ教育の入

事業部制に関する悩みもあったが、製造・販売

り口として、1階から4階までエレベーターを

など複数の部門のどこで利益を生み、どこが足

上がる間に、要点を報告するトレーニングをし

を引っ張っているかを、あぶりだして把握する

ている。長官に対して、ごく短時間で、何が発

ことは経営者にとって重要だ。しかも、報告は

生し、その現況と見通しがどうなのかを報告し

タイムリーであることが求められる。大きな組

なければ、情報管理もできなければ、国民の安

織を鳥瞰するだけではなく、一つ一つの細胞と

全を守ることもできないということだ。企業で

なる組織の単位が、どのような動きをしている

も同じことである。経営トップには時間の余裕

か理解しなければ経営はできない。経営はマク

などないことを認識し、
「いったい何がいいた

ロではなく、ミクロの視点で行うものである。

いのか」と言われないよう、日頃から準備し、

商社やメーカーなど、業種間で違いはあるが、

的確な報告をするよう努力してもらいたい。
（近

それぞれの業態に応じた経営指標をつくり出す

藤章氏）

ことを考えてはどうだろうか。（島崎憲明氏）
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参加者の声

サマーキャンプ開始前の課題認識
1日目冒頭、CFO 協会主任講師 池田 ふみ 氏

ゼンテーションする機会も多い、同じ事象

による「プレゼンテーション講座」を実施。

を定点観測しながら変化をとらえ、有用な

直後に、参加者は学んだことを活かして自己

経営情報を提供できるような取り組みにつ

紹介とサマーキャンプから持ち帰りたい成果

いて知りたい。

の発表をおこない、互いの意識を共有したう
えでキャンプをスタートしました。

• もともとエンジニア出身だが、その後の人
事異動で経理部門に移った。この経験が、

• 国際財務報告基準（IFRS）の導入が一段落

現在、経理の立場から事業部門を理解する

し、次のフェーズとして財務経理のグロー

上で生きていると考えている。こうした人

バルな連携を推進しなければならない。経

事の仕組みや、財務会計のシェアード化に

営トップや、事業部門などの理解を得て、

取り組んだ経験などを他の参加者と共有す

変革を進めるためには、時に外圧も必要だ

るとともに、他社での取り組み事例を聞き、

と感じ、CFO プログラムを通じて他社の

今後の参考にしたい。

良い事例を持ち帰りたい。

• 香港、ニューヨークと2回の海外駐在を経
• 海外企業の M＆A を手がけているが、経営

験した。ニューヨークではリーマンショッ

管理の仕組みはできても、肝心のアウトプ

ク後の金融危機を目の当たりにし、経営に

ットに結びついていないと感じることがあ

必要な情報を的確に集め、トップに伝える

る。グローバルな事例を参考にしたいと考

ことの重要性を実感した。そのための体制

える。

作りに関心があり、参加者とのディスカッ
ションなどを通じて、今後の社内の取り組

• 管理会計を担当する部署で、経営陣にプレ
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みの参考にしたい。

サマーキャンプ終了後の感想
近藤氏の講演を聞いて
• 金融や税務など非常に専門的な内容だった
が、一般に知られている現象やニュース等

ことや、社長との信頼構築の大切さという
実体験に基づいた話は、CFO のあり方と
して非常に参考になり学ぶことが多々あっ
た。

の裏側に何があるか、その本質を読み解き、
いかに対処していくべきかを再確認できた。

ディスカッションを振り返って

• CFO として自らの専門外の分野において

• ワークショップの人数が少ないことで、普

も研究・勉強をし、大局観で判断をしてき

段関わりのあまりない他業種の方々の話を

たという経験を伺い、CFO の洞察力の大

じっくり聞くことができた。

切さを学んだ。

島崎氏の講演を聞いて
• 企業にとって大切な概念や、リスク・リタ

全体を振り返って
• 参加者の方々は個々に視点が異なるため、
自身の視野を広げる良いきっかけとなった。

ーンの導入における信念、銅地金取引に関
する損失処理における考え方等、日々の業

• 様々な企業から未来の CFO が集まり、向

務に非常に参考となる話を聞くことができ

上心と前向きさが感じられる非常に良い研

た。

修だった。 日本企業を支える真の CFO を
育てていくために、こうした機会がとても

• 社内の軋轢を克服し自らの役割を遂行した

重要だと思う。

13

◆Next CFO Societyとは
Next CFO Society は、企業を取り巻く環境の高度化、複雑化に伴い、高まる CFO の重要性
に対応していくため、次世代を担う CFO 人材の輩出、育成と交流を目的としたコミュニテ
ィです。年4回、講師を招き、ディスカッションセッションを行っております。
尚、本会はトーマツ CFO プログラムと日本 CFO 協会が共同で運営しております。

◆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

ることで、日本経済そのものの活性化を目指すトーマツグループによる包括的な取り組み
です。信頼のおけるアドバイザー（the Trusted Advisor）として、さまざまな領域のプロ

フェッショナルが連携し、CFO が抱える課題の解決をサポート致します。さらに、企業や
業界の枠を超えた CFO のネットワーキング、グローバル動向も含めた最新情報の提供を通じ、
日本企業の競争力向上を目指します。

お問合せ先

CFO プログラムに関するお問合せ、ご相談はこちらまでお願いします。

メールアドレス ：cfoprogram@tohmatsu.co.jp
ホームページ

: http://www.deloitte.com/jp/cfo-program

◆日本CFO協会とは
日本 CFO 協会は、IGTA（国際財務協会連盟）、IAFEI（国際財務幹部協会連盟）に加盟が認
められたわが国唯一の国際的財務教育機関で、経営・経理・財務分野で活躍するビジネス
パーソンのスキル向上とキャリアアップを目的に様々な経営手法や経営技術に関する教育・
サービスを提供することで、企業の財務パフォーマンスの向上を支援しています。

お問合せ先

日本 CFO 協会に関するお問合せ、ご相談はこちらまでお願いします。

メールアドレス ：info@cfo.jp
ホームページ

: www.cfo.jp
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