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Next CFO Camp 2015
次世代の経営モデルへの進化を遂げるために

ファイナンス組織が果たすべき役割



Next CFO Societyは、CFO組織が直面する様々な課題に対して講
師及び参加者により議論を行うことで参加者間の交流を深め、企業
や業界を超えた次世代CFOコミュニティを形成し、日本企業の
CFO組織の能力向上に貢献することを目的としています。

また、各方面から一流の講師陣を招き、CFO がこれから直面する
課題の解決に必要な視座・視点を養うための知見を提供する場とし
ても活用頂いております。

本年のNext CFO Campでは、テーマを「次世代の経営モデルへ
の進化を遂げるためにファイナンス組織が果たすべき役割」と題し、
コーポレートガバナンスに対する各社の取り組みを踏まえたワーク
ショップをはじめ、ファイナンス組織をリードするリーダーとして
の自己変革への挑戦、及びファイナンス組織のあり方について参加
者と議論を交わしました。

1日目は、参加者間で自社の取締役会の議題の審議状況の共有を通
じ、自社におけるコーポレートガバナンスコード対応状況について
理解すると共に、講師の経営者の目線からのインプットを得ました。

2日目は、マーケットの第一線で活躍している講師からの提言も踏
まえ、日本のファイナンス組織として目指すべき経営モデルの考察
を、参加者それぞれが議論しました。

本年のNext CFO Society はキャンプにて集中的に議論を行うこと
で、参加者間のネットワークと、次世代CFOコミュニティがより
強固なものとなりました。

はじめに
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プログラム内容

1日目　第 1部

12:00 ～ 13:30

開会、ウェルカムランチ、インストラクション
主催者挨拶　
　有限責任監査法人 トーマツ CFOプログラムカントリーリーダー　久世 浩一
　日本CFO協会 専務理事 事務局長　谷口 宏

13:30 ～ 16:00

【ワークショップ1】
『取締役会が果たすべき役割を考えるために』
　有限責任監査法人 トーマツ　パートナー　北爪 雅彦
　デロイト トーマツ コンサルティング合同会社　パートナー　篠田 昌典

16:00 ～ 17:00
【特別講話1】
『コーポレートガバナンスを考える』
　オリックス銀行株式会社　代表取締役社長　浦田 晴之 氏

17:00 ～ 18:00 休憩・移動

18:00 ～ 20:00 夕食会

20:00 ～ 懇親会

2日目　第 2部

9:00 ～ 10:00

【リーダーシップ強化プログラム】 
『成功しているリーダーがさらに成功するために』
　ビジネスコーチ株式会社
　取締役　BCS認定プロフェッショナルビジネスコーチ　吉田 有 氏

10:00 ～ 11:00
【特別講話2】
『コーポレートガバナンスと資金調達の高度化』
　HCアセットマネジメント株式会社　代表取締役社長　森本 紀行 氏

11:00 ～ 17:00

【ワークショップ2】 
『CFO組織としてどのような執行機能を構築するか』
　有限責任監査法人 トーマツ　パートナー　北爪 雅彦
　デロイト トーマツ コンサルティング合同会社　パートナー　篠田 昌典
　(途中ランチあり）

参加者発表、講師・コメンテータによるフィードバック

17:00 閉会
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特別講話　講師紹介

浦田 晴之 氏 オリックス銀行株式会社　代表取締役社長

1977年4月　オリエント・リ－ス株式会社（現 オリックス株式会社）入社
2004年2月　リスク管理本部副本部長
2005年2月　執行役 　3月　人事・総務本部副本部長
2006年1月　社長室長 　8月　常務執行役　経営計画室管掌
2007年6月　取締役 兼 常務執行役
2008年1月　取締役 兼 執行役副社長 海外担当、社長室管掌
2009年1月　グループCFO  6月　財経本部長 11月　広報部管掌
2010年6月　経営企画部管掌
2011年1月　取締役 兼 代表執行役副社長
2012年5月　グループ広報部管掌　7月　オリックス銀行株式会社社外取締役
2014年1月　オリックス株式会社経営企画部管掌、グループ広報部管掌
2015年6月　オリックス銀行株式会社代表取締役社長

※企業名は50音順　◯…オリエンテーションのみ参加

参加企業一覧
　旭硝子株式会社 ○株式会社バンダイナムコホールディングス

　イオンフィナンシャルサービス株式会社 　日立化成株式会社

　株式会社インターネットイニシアティブ 　富士通株式会社

　大塚ホールディングス株式会社 ○三菱重工業株式会社

　KDDI 株式会社 　三菱商事株式会社

　株式会社ジェイティービー 　株式会社 UACJ

　千代田化工建設株式会社 　株式会社リコー

森本 紀行 氏  HCアセットマネジメント株式会社　代表取締役社長

三井生命のファンドマネジャーを経て、1990 年1 月ワイアット株式会社（現タワ
ーズワトソン株式会社）に入社。日本初の事業として、年金基金等の機関投資家向
け投資コンサルティング事業を立ち上げる。 2002 年11 月、HC アセットマネジ
メントを設立、全世界の投資機会を発掘し、専門家に運用委託するという、新しい
タイプの資産運用事業を始める。東京大学文学部哲学科卒。
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特別講話1

コーポレートガバナンスを考える
オリックス銀行株式会社　代表取締役社長　浦田 晴之 氏

オリックスのグループCFO、代表取締役副社長を歴任、2015年6
月にオリックス銀行社長に就任した浦田氏には、経営実務の観点
からコーポレートガバナンスの在り方についてお話し頂きました。オ
リックスは創業当初から米国会計基準を採用。ニューヨーク証券
取引所にも上場し、欧米のガバナンスの在り方を参考にしながらも、
独自の仕組みを構築しています。一方で、「どんなにいい仕組みが
あっても、運用する人次第でガバナンスは大きく変わる」と浦田氏は
指摘します。

コーポレートガバナンスは 
軌道修正の仕組み
経済同友会は2015年3月「進展するグロー
バル化時代の経営戦略に関する報告書～日本
企業の競争力強化に向けて～」と題するレポ
ートを発表しました。多くの経営者へのイン
タビューを基にまとめたものです。その中で、

「変化への対応のために日本企業が取り組む
べき課題」として挙げたのは、揺るぎない経
営理念を持ち続けること、明確な経営ビジョ
ンを策定したうえで柔軟に変化に対応するこ
と、そしてコーポレートガバナンスの強化で
す。
経営理念やビジョンと並んでガバナンス強化
を取り上げていることが、一つのポイントで
す。
このレポートでは、ガバナンスとは「企業の
不正行為防止だけでなく、競争力・収益力を
総合的に捉え、長期的な企業価値の向上を図
るための仕組みである」としています。
ほかにもいろいろな定義がありますが、私は
経営実務の立場から極めてシンプルに企業の
マネジメントが企業価値の増大という本来進
むべき道から踏み外してしまった時の、「軌
道修正の仕組み」だと考えています。しかし、
軌道修正はオートマチックではなく、マニュ
アルでしかできません。つまり、いかにうま
くガバナンスの仕組みを作っても、運用する
人次第だということです。
次に、 オリックスのガバナンスに影響を与え

ている要素について説明します。
ひとつは会社の生い立ちです。1964年、当
時の日本では珍しかったリース事業者として
3つの商社、5つの銀行の合弁会社としてオ
リエント・リースの社名で創業しました。
1967年から1980年まで社長を務めた乾恒雄
さんは三和銀行（現・三菱東京UFJ銀行）の
出身でした。しかし、「親会社に頼らず、自
主独立路線で行こう」という方針を明確にし
て、創業6年後には大阪証券取引所の第2部
に上場しました。
出資元に頼らないとなると、資本市場から資
金調達するしかありません。当時の日本は制
約が大きく、社債もコマーシャル・ペーパー
も発行できませんでした。そこで、海外市場
に目を向けました。創業初年度から米国会計
基準を採用し、その延長線で1998年にはニ
ューヨーク証券取引所にも上場。 CFOのポ
ジションが早くから明確になっていたのも、
こうした生い立ちの影響があります。
もう一つは連結経営です。日本でもいろいろ
な会社がリースビジネスを始めるようになっ
て、オリックスも国内のリースだけでは成長
に制約があると判断し、多角化・国際化を進
めてきました。現在、海外は36拠点。多岐
に渡る事業部門を海外を含めて統括しなけれ
ばならず、ガバナンスとしては複雑で手間の
かかることを考えないとなりません。 基本
的に子会社の自立性は尊重しますが、収益性
は明確に評価します。
最後は、海外投資家が約6割を株式保有する

4



株主構成です。リーマンショック後に一時的
に30%台まで落ち込みましたが、また、戻
ってきました。海外投資家との議論のポイン
トは「持続的な利益成長」「明確な経営戦略」

「リーダーシップ」の3つです。
ニューヨーク上場はガバナンス強化が大きな
目的の一つでした。同じ年に執行役員制度を
導入し、翌99年に社外取締役制度を取り入れ、
2003年に委員会等設置会社に移行しました。
会社法改正に伴い、15年には指名委員会等
設置会社になりました。
ボードメンバーとして13人の取締役がいて、
経営の執行を監視・監督しています。このう
ち6人は純粋な独立社外取締役です。7人の
社内取締役のうち1人は、オリックス顧問を
経て非常勤の取締役に就任していますが、も
ともとは別の会社で経歴を積んだ方で、実質
的には社外取締役的な位置づけです。執行を
兼務している取締役が6人ということになり
ます。
監査委員会は全て社外取締役で構成。指名・
報酬委員会には執行役ではない社内取締役が
1人入っていますが、3つの委員会に執行役
兼務者は1人もいません。
取締役会の主な議題は決算や役員人事、事業
計画などですが、半日は時間をもらっていま
すので、事業部門からのプレゼン、資金調達
や財務戦略、人材育成などその都度テーマを
用意します。
私がCFOの頃は取締役会でプレゼンする機
会が多く、非常に緊張しました。社外取締役
の皆さんは、必ずしも、日ごろから金融ビジ
ネスに接点があるわけではありません。しか
し、人事や組織面、内部統制、リスクをいか
にマネジメントするか、M＆A案件のリスク
リターンをいかに評価するのかなど、様々な
観点から専門性に基づいて質問や意見を述べ
てくださいました。金融ビジネスそのものよ
りも、もっと高い視点での指摘が多く、それ
だけに身が引き締まりました。

イノベーションを支援する役割が 
ボードに求められている
コーポレートガバナンスをどう捉えるかにつ
いては、原点に立ち帰って「企業と株主」「企
業と社会」の関係を考える必要があると思い
ます。
資本主義社会では、経営と資本の分離が明確
にあり、経営に責任を持つ専門家とリスクマ
ネーを出す資本家がいて、会社が成り立って
います。 専門家である経営者がおかしなこ
とをしないように、あるいはもっと利益を伸
ばしてくれるように、監視・監督する仕組み
としてガバナンスがあるわけです。 良くも
悪くも経営者にプレッシャーをかけ業績を良
くしていく仕組みです。
ただ、必ずしもその会社や事業に思い入れが
ある株主ばかりではありません。どの株を買
えばいいリターンが得られるか、短期的な売
買でいかに儲けるかという志向が強まってい
ます。
短期的な利益を重視する株主のリクエストば
かりを優先していると、会社がおかしくなっ
てしまいます。企業が持続的に成長し、長期
のステークホルダーに報いるためには、短期
で利益を稼ごうとする株主に振り回されず、
いかに会社を守るかということも経営者に課
せられたミッションであるように思います。
企業と社会の関係で言うと、企業は社会のた
めにあります。企業活動を通じて、社会の役
に立つ商品やサービスを創り出し続けること
に存在価値があります。それを社会が評価し
てくれれば、結果として利益が付いてきます。
現在、日本企業のROEは欧米の半分程度で、

「日本の経営力はこんなものか」と言われて
います。ROEが低いということは、社会に
対してあまりいい価値を創り出していないと
いうことになります。しかし、高度経済成長
期からバブル崩壊までの35年間は、日本は
世界トップクラスの経済成長を遂げ、起業家
精神に溢れる日本企業は、リスクを取ってイ
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Q   企業価値を高めるための人材育成につい
て考えを聞かせてほしい。

浦田氏：オリックス最大の課題として、社外取
締役から指摘されているのが、まさに人材育成。
明確な答えがあるわけではないが、一つは、M
＆Aをした投資先企業のマネジメントを生かす
こと。2013年に過去最大の案件としてオラン
ダのロベコを買収したが、オリックスから監査
委員の2人だけで、取締役は派遣していない。
日常のオペレーションは先方の経営陣に任せて
いる。 
インドの自動車リース子会社の最初の経営者は、
オーストラリアで自動車リース事業を成功させ
たオーストラリア人。海外の子会社、合弁会社
のトップは地域や経験だけに縛られない最適な
対応を模索している。

Q  リスクを取って投資しないと事業は育たな
いと思うが、リスクテイクのカギとなるも
のをうかがいたい。

浦田氏：新しい投資案件については、リスクは
すべて定量化して3～5年単位でのリスクリタ
ーンを見極める。それ以外に、面白そうなもの
は、どうなるかわからないけどやってみようと
いうケースもある。ただし、小さな投資額でや
ってみようと。
それから、一般の金融機関は減点主義とよく言
われるが、我々は基本的に加点主義。リスク管
理部門は、新しい事業構想をいかに成就させる

か、その建て付けを考える。企業文化としてそ
れが今も続いている。

Q 事業が多岐に渡っているが、ポートフォリ
オマネジメントについて聞きたい。

浦田氏：オリックスはいろいろな事業に進出し
てきたが、まったく縁のない世界には出ていな
い。既存事業の隣、その隣と深堀りしながらニ
ーズを探り出している。だから、まったく知ら
ない領域には出ていない。
今ならROEで11～12%を維持することを株主
にコミットしているので、それを維持できる案
件しかやらない。 
小さく産んで、大きく育てるのが基本方針なの
で、ロベコを買収する前は1件当たりの投資額
は最大でも500億円。もっと小さいものが多か
った。

Q  日本では社外取締役に適した人材が少ない
と言われる。それは使う側の問題なのか。 

浦田氏：我々は金融業務そのものをやっている
ので、銀行の方には社外取締役をお願いしにく
いということはあるが、一般的に見れば企業経
営を経験した人はたくさんいる。 
ただ、社外取締役になる側もなってもらう側も
お互い経験がない。オリックスも長い経験の中
で、いい緊張関係を作ってきた。そうした関係
を一緒に作っていく必要があるのではないか。

講演後のQ＆Aセッションから

ノベーションを起こしたのです。
それがデフレの時代に入り、収益を維持する
ためにコストを下げる方向にハンドルを切り
ました。汲々として収益低下を防ぐ時代が長
く続いて、ROEが低下していったわけです。
ですから、我々は今、あらためてイノベーシ
ョンを考えないといけないと思います。イノ
ベーションを起こし、新しい商品やサービス
を社会に提供し続けることで存在価値を高め

ることが必要です。それをガバナンスでバッ
クアップしていくということではないでしょ
うか。
ボードには、適正な情報開示や企業の透明性
を高めるなどの役割があります。しかし、今
の日本では、単なる監視・監督だけでなく、
企業がイノベーションを起こすよう促す役割
も期待されているのではないでしょうか。
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コーポレートガバナンスと資金調達の高度化
HCアセットマネジメント株式会社　代表取締役社長　森本 紀行 氏

機関投資家にベストな投資機会の提供を追及している独立系資
産運用会社のトップである森本氏のお話は、金融行政の大転換
の背景についての説明から始まり、コーポレートガバナンスと資金
調達の関係へと広がりました。そして、産業金融のあるべき姿を実
現するためには産業界と金融界の連携が不可欠であり、ガバナン
スの高度化と資金調達の高度化が深く結びついていることを具体
的な事例を交えながら語っていただきました。

特別講話2

資金使途を明確にすることが 
コーポレートガバナンス

アベノミクスにより実行された改革はすさまじ
いものがあります。金融行政も過去3年間で大
きく変わりました。 スチュワードシップ・コ
ードしかり、コーポレートガバナンス・コード
しかり。2014年にはフィデューシャリー・デ
ューティという概念も導入しました。
フィデューシャリー・デューティは「忠実義務」

「受託者責任」などの訳語が当てられますが、
その趣旨は「顧客のために専らに」ということ
です。例えば、医師は患者のために最善を尽く
すものです。それが、自分のためであったり、
製薬会社のためであったりしたら大変です。金
融機関も同じです。金融機関の利益は本来、顧
客の利益の上にしかありません。ですから、専
ら顧客の利益のために行動すべきなのです。
スチュワードシップ・コード、コーポレートガ
バナンス・コード、フィデューシャリー・デュ
ーティのいずれも法律ではありません。ですか
ら、守らなくとも、違法ということにはなりま
せん。
ここが、金融行政の大きな変化なのです。最低
限遵守すべきことを法律で縛るミニマムスタン
ダードから、プリンシプルへ。つまり、ルール
の根底を支える原理原則の提示への転換を金融
庁は志向し始めたのです。
金融機関としての原理原則を確立したうえで、
後は個々の経営努力や創意工夫によって顧客利
益実現のためのベストプラクティスを目指して

ほしいということです。ミニマムスタンダード
はそれを守っていればいい。それに対して、ベ
ストプラクティスにゴールはありません。時代
や環境の変化に応じて顧客利益の実現方法は変
わりますし、ベストを尽くすことに終わりはあ
りません。つまり、ベストプラクティスの追求
は行動様式の問題なのです。
金融行政の大転換に大きな影響を与えた要因の
一つが、投資信託販売の実態です。多くの金融
機関が、真の顧客ニーズとはかけ離れたり、過
度に投機的と思えたりするような投信を法外な
手数料で大量に販売してきました。しかし、金
融庁がどれだけ細かく調べても、ほとんど法律
違反はありませんでした。ほぼ完璧にルールを
守りながら、顧客の利益に反する販売をしてい
たのです。
形式的にルールさえ守っていれば、顧客にとっ
て不適切なことも許容されるという道徳的意識
の退廃、最低限のことしかしようとしない怠慢
の横行、その結果として最低限のことしかでき
なくなる能力の貧困。こうしたルール順守の弊
害が大きくなってきたために、ミニマムスタン
ダードからプリンシプルへと金融庁は大きく舵
を切ったのです。
銀行はたいてい子会社として資産運用会社を持
っています。多くの会社の大株主となっている
生命保険会社もそうです。そうした取引関係、
資本関係から銀行や生保の子会社に資産を預け
ている企業年金基金が数多くあります。それは、
年金加入者の利益にかなっているのでしょうか。 
銀行や生保の資産運用子会社の側からすれば、
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資産運用で多少失敗しても、あるいは手を抜い
たとしても契約を切られる恐れはない。そうい
う意識の会社が顧客のためにベストプラクティ
スを追求するでしょうか。
プリンシプルを確立すべきは、もちろん金融機
関ばかりではありません。数年前、ある電力会
社が4000億円を超える公募増資を実施し、株
価が急落したことがありました。後に精査した
ところ、その会社には不要不急な売却可能資産
が5000億円あることがわかりました。つまり、
既存の株主にとっても、増資に応じた投資家に
とって利益にならない、ありえない増資だった
のです。
企業がなぜ簡単に公募増資や社債発行ができる
のか。それは、増資を引き受けたり、社債を買
ったりしてくれるのが、銀行であり、生保であ
り、年金基金だからです。 
企業の資金調達には本来、目的、使途が必ずあ
る。その使途を明確にすることこそが、コーポ
レートガバナンスです。使途不明でも公募増資
ができるなら、コーポレートガバナンス・コー
ドは意味をなさないし、増資する企業にガバナ
ンスはないということです。

分離ファイナンスが 
ガバナンスを高度化する
金融界は産業界の正当な資金ニーズに応える、
一方で不当なニーズには応えない。それが産業
金融のあるべき姿です。
本来はバンカブル（融資可能）ではないのに、
銀行が形式的あるいは慣習的にバンカブルとみ
なしている領域があります。つまり、弁済の裏
付けがなく、融資すべきでないのにしてしまっ
ているということです。逆に、バンカブルにで
きるのに工夫と努力が足りなくてできていない
領域があります。融資すべきでないのにしてい
る領域を縮小し、融資すべき領域を拡大してい
く、それが産業の活性化には欠かせません。
金融は企業が危機に追い込まれた時にこそ本領
を発揮すべきです。経営危機に陥った企業も、
事業の再編によって経営を立て直すことができ

れば、融資対象となりえます。しかし、そのた
めには高次な金融機能が必要であり、それを提
供することが金融機関の役割です。
産業界と金融界のゴールは一致しているのに、
連携がうまく取れていない。コーポレートガバ
ナンス・コードは金融庁と経済産業省の共同所
管ですが、それは産業界と金融界の連携を深め
ることが目的だからです。
金融は、伝統的に企業に対する金融、すなわち
コーポレートファイナンスが中心でした。コー
ポレートファイナンスでは、調達した資金の使
途は企業の裁量に委ねられます。この仕組みは
資金の供給側と調達側の相互信頼に基づきます
が、それゆえに双方のコーポレートガバナンス
の確立がない限り、本来は維持し得ないもので
す。
コーポレートファイナンスで調達した資金を企
業は各事業部の活動に配賦することになります
が、CFOが最適な資本コストで最適な資金配
分をすることは可能でしょうか。少なくとも株
主に対しては、客観性を担保した上で、それを
説明しなければなりません。このようにコーポ
レートファイナンスは、コーポレートガバナン
スに決定的に依存するがゆえに、コーポレート
ガバナンスの高度化が求められます。
別の方向性として、ガバナンスに依存しない方
法を工夫することも必要でしょう。それがオブ
ジェクトファイナンスです。
オブジェクトファイナンスとはその名の通り、
モノや（資金調達の）目的を特定して、その目
的にのみ資金を供給することです。
代表的なのはオペレーティングリースです。か
つて、航空会社はコーポレートファイナンスで
資金調達して、航空機を自社保有していました。
今はすべてオペレーティングリースです。航空
会社の競争力は航空機性能によって規定される
でしょうか。どこも同じような性能の航空機を
使っていますから、そんなことはありません。
航空会社は純粋なサービスカンパニーなのです。
ですから、航空機はオペレーティングリースに
して、オフバランスしているのです。
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金融の立場からしても、規制緩和によって航空
会社が簡単に経営破綻する時代になりましたか
ら、オペレーティングリースにして航空機を貸
す方がリスクを軽減できます。仮に会社が破綻
しても、航空機を他社に貸せばいいからです。
資金調達をオブジェクトファイナンスに切り替
えていけば、各オブジェクトファイナンスは単
純な構造を持つので、その最適性を実現するこ
とは困難ではなく、結果的にコーポレート全体
の調達の最適性も実現しやすくなるはずです。
また、オブジェクトファイナンスを徹底的に推
進すれば、どうしてもコーポレートに残さなけ
ればならない最低限の資源、まさに企業を支え
る競争力の源が明確になります。
つまり、コーポレートファイナンスからオブジ

ェクトファイナンスへの転換は、コーポレート
ガバナンスの高度化にもつながっていくのです。
実際にある総合商社が今、コーポレートでの調
達から、事業ごとの分離調達への切り替えを進
めようとしています。事業ごとに適切な資本コ
ストはいくらなのか、つまり何%の金利で資
本配賦すればいいのか、それは実際に分離ファ
イナンスをしてみないとわかりません。金融機
関を交えて社内でその議論をしていくことが、
CFO機能の強化にもつながるとその商社では
考えたのです。
ネクストCFOであるみなさんも、ぜひガバナ
ンスとオブジェクトファイナンスの関係につい
て頭に入れておいてください。

Q  日本のメインバンク制度は今後どう変わって
いくのか。

森本氏：かつてメインバンクには金融支援機関と
しての機能があった。しかし、これはガバナンス
を劣化させた。銀行は産業界を支援するために、
ストレッチした融資をしてきた。その中で、不動
産バブルに突入し、不良債権が積み上がった。企
業はメインバンクに細かい情報まで開示していた
ので、銀行は危機的な情報を知りすぎた故に、破
たんさせまいと不適切な融資にのめりこまざるを
得なくなった。
企業と銀行には適切な緊張感が必要だ。そのため、
政府は徹底した金融規律を導入した 。その結果、
融資が減り、金融機能が低下した。今は再び両者
の関係性を重視する昭和型に転換しつつあるが、
時代変化に応じた適切な揺り戻しはあっていい。
産業界と金融界がコーポレートガバナンス・コー
ドを適切に運用すれば、不適切な融資が行われる
ことはないだろう。昭和の時代にはそれがなかっ
たことが問題だった。

Q  オブジェクトファイナンスへの転換は本当に
起こるのか。少なくとも産業界はまだ変わっ
ていないように思える。

森本氏：典型的なニワトリと卵の関係だ。金融界
自身、個社としては転換しなければならないとの
思いはあるが、他社が旧来型の融資をしたらどう
なるか。例えば、メガバンクが事業ごとのリスク
に応じた金利で融資しようとしても、地銀が低い
金利で貸そうとするかもしれない。
一つの試金石となったのが、電力業界。地域独占
の電力会社は与信せずに貸せる先だったが、規制
緩和によって潰れる可能性が出てきた。電力会社
がオブジェクトファイナンスをやり始めれば、他
の業界も変わるだろう。 
産業界全体に気付いてもらう必要がある。 会社
がコストとリスクのバランスを取った企業価値経
営に目覚めた時に初めてオブジェクトファイナン
スが実現できる。

講演後のQ＆Aセッションから
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サマーキャンプでは2回のワークショップを行
いました。1日目は有限責任監査法人 トーマ
ツ、パートナーの北爪雅彦が、2日目はデロイ
ト トーマツ コンサルティング合同会社、パー
トナーの篠田昌典が、ワークショップに先
立って海外事例の紹介を含む短い講義を
実施。参加者は4つのグループに分かれて、
それぞれが置かれている状況について情報
交換した上で活発な議論を交わしました。

あるべきガバナンス実現に向けた
ファイナンス組織の役割

ワークショップ

【Aグループ】
・取締役会の役割について
取締役会の投資案件を議論する際、社外取締役
は事業に精通しているわけではないので、投資
判断をするにもハードルがある。取締役会の議
題になる時点では、社内である程度の議論を重
ねているので、その場で反対するのは難しく、
結論ありきの議案になっているのではないか。

・取締役のスキルセット／選任について
オーナー企業では、オーナーが健在なうちは鶴
の一声で全てが決まり、議論の余地はほとんど
ない。そういう人がいなくなると、意見を言わ
ない、結論を出さない取締役会が残る。
過去に会社と関わりがある人物を社外取締役に
すると、取締役会のガバナンスが機能しない。

【Bグループ】
・取締役会の役割について
取締役会の社内取締役の比率が高いと、「執行」
をしながら「監督」することになり、「監督」
がうまく機能しない懸念がある。一方で、社内
取締役の比率が高いと、色々な議論が起きて会
議が盛り上がる。両方の機能が上手く発揮でき
るようにするにはどうしたらいいか。

・取締役のスキルセット／選任について
海外売上高比率6割、社員の7割は外国人とい
ったグローバル企業でも、取締役の大半は日本
人で、外国人はせいぜい1人か2人という例も
珍しくない。
ダイバーシティの観点からも、グループの実態
をよく理解して、戦略を練ることができる人を
取締役に登用すべきではないか。日本人の取締
役にはグローバルの経験が少ない。

「自社分析の共有と日本企業として
目指したいポイントの考察」

取締役会が果たすべき役割を考えるためにワークショップ 1
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●北爪雅彦（トーマツ）
「社外取締役を選任したからといって、経営が良
くなったり、業績が良くなるのか」という議論が
あったようだが、経営が良くなることと、業績が
良くなることは同義ではない。
業績に責任を持つのは執行サイドで、取締役の役
割はそれをモニターし、リードすること。社外取
締役の目を通じて、世の中のトレンド、社会が求
めるものが見えてくるメリットもある。

●中澤進氏（日本CFO協会主任研究委員）
私がかつて勤務していた米国企業では、取締役会
14人のうち13人が社外取締役であり、株主の声
を代表する存在だった。
一般小売業であれば、社外取締役に近所の主婦が
いてもいいかもしれない。その企業が世間にどう

見えているかを率直に言うことが、取締役の役割
だからだ。社内のオペレーションがよくわかって
いるかどうかは、取締役の適否の理由にはならな
い。

●森本紀行氏（HCアセットマネジメント）
取締役会が社外取締役に対する説明会になってい
る企業が少なくない。席次もテーブルのこちら側
が社内取締役、向こう側が社外取締役と分断され
ている。
投資案件を説明されても素人にはわからないこと
を前提に、特定のリスクをいくつか説明すればい
い。「こういうリスクはありますが、それはマネ
ジャブルなものなので、リスクを取ります」とい
う説明構成になっていればいい。

講師・コメンテーターから

【Cグループ】
・取締役会の役割について
日本の多くの企業について言えることだと思う
が、経営の執行と監督の分離が必ずしも十分で
はない。つまり事業の結果評価が公正にできて
いなのではないか。  

・取締役のスキルセット／選任について
取締役の多くがファイナンスの理解が十分では
ない。ＩＴに関する知識も、時代に対応したも
のになっておらず、トレーニングの必要性を感
じている。

【Dグループ】 
・取締役会の役割について
取締役会の役割は各社各様で状況が異なるが、

「果たすべき役割についてさほど議論がされて
いない」ことが共通の問題点だった。
取締役会を目の前の業績だけでなく、中長期の
戦略を議論する場に変えていくべきだ。

・取締役のスキルセット／選任について
社外取締役の選任についての議論になったが、
大学教授や全く異分野の経営者を選任しても、
取締役会で突っ込んだ議論ができるのか疑問が
残る。深い議論をせずして、経営が良くなり、
業績が上がるのか確信は持てない。しかし、逆
に、近接する業界から社外取締役を選べば、機
密保持上の問題が浮上してしまうため、悩まし
い。グローバルな市場で戦っている企業にとっ
ては、取締役に外国人も入れるべきだろうが、
技術やマーケット、国など、ある程度、具体的
になっていないと必要なスキルセットが見えな
い。
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【Aグループ】
・対取締役会
予測値のリアルタイムでの提供、経営資源の配
分の議論のたたき台となる資料提供。為替の影
響なども含めリスクをできるだけ可視化する。
事業ポートフォリオの中でどこに強弱をつける
か、マネジメントが判断できる資料提供。 撤
退基準は作りにくいが、アラートを出すことは
できるのではないか。事業サイドで撤退を判断
するのは難しいので、コーポレート部門が何ら
かの形で判定する。  

・対株主（投資家）
良い情報は出しやすいが、悪い情報もきちんと
出すべきではないか。PL主義の部分があり、
資本効率のディスカッションが投資家と十分で
きていない。昨今では数値目標を問われるまま
に出し過ぎの部分もあるので、注意が必要では
ないか。

・対ビジネスリーダー 
M＆AとPMIは、事業部門とファイナンス部門
が一緒に対応することが重要。事業へのサポー
ティブなデータ提供とコンサルティング機能を
強化したい。

【Bグループ】
・対取締役会
5～10年先を見つめた事業の構造改革、将来の
企業価値創造に向けた事業情報や多面的分析を
提供できれば、取締役会が本来の機能を果たせ
るのではないか。 
 
・対株主（投資家）
資本政策を定量的に説明できるようになること
が課題。

・対ビジネスリーダー 
リスクを可視化し、事業部門が望んでいること
を実行できるようなリスクマネジメントをすれ
ば、対話が深まる。

Cグループ

・対取締役会
監督機能を持つ取締役会に対して、リスク情報
の提供は必須であると考えており、そのために
も、ファイナンス部門としてリスクを定義し、
きちんと把握する必要がある。また、資本政策、
ファイナンス、事業再編などの戦略的な情報の
提供もファイナンス部門が担うべきと考える。

・対株主（投資家）　
中長期的計画の立案、情報提供がファイナンス
の役割ではないか。

・対ビジネスリーダー
コミュニケーションを深めていくという大前提
で、ファイナンス部門としては、経営に関する
数値を提示することで、ビジネスリーダーに気
づきを与えることができるのではないか。また、
全社的リスクマネジメントを統括し、バランス
シートに切り込んでいくこともできる。

【Dグループ】
・対取締役会
社外取締役の充実を図ると共に、事業リスクの
評価・対策を充実させ、モニタリング機能向上
を支援したい。

・対株主（投資家）
企業価値を向上させるビジネスモデルを含めて
説明責任を果たす。中長期的な視点で株主を開
拓するセールスもするべきという意見もあった。

・対ビジネスリーダー
財務に関する情報とスキルを持って、事業開拓・
問題解決に当たれるよう支援する。M＆Aなど
の契約時に支援する。

「ファイナンス機能の役割」
CFO組織としてどのような執行機能を構築するかワークショップ 2
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参加者の声

• 企業価値、事業価値、リスクをいかに評価する
かといった点が、当社にとって中長期的な課題
であることを認識した。

• 学んだことを持ち帰って、国内外のグループの
価値観をもう一度整理した上で、当社としての
ガバナンスを再定義したい。そのためにも、社
内インフラとしてのシステム整備も不可欠と考
えている。

• かねてよりリスクを明確化しなければならない
という問題意識はあったが、誰かがやってくれ
ることを期待して後回しにしていた。やはり、
財務がやらなければいけないという認識に至っ
た。1年後には取締役会に提案したい。

• 取締役会のあり方やCFOのあり方について、当
社が遅れていることを再認識できて有意義だっ
た。CFOにこうした課題を認識してもらうよう、
最善を尽くしたい。

• 当社の取締役会の意思決定がなぜ遅いのかと思
い悩んでいたが、終わった案件の報告が中心だ
ったことも原因の一旦かもしれない。今後は、
将来の見通しと打ち手を提供し、迅速な判断の
助けとしたい。

• 海外事業を拡大する中で、ローカル通貨の為替
リスクも無視できないレベルになってきた。そ
れを定量化して経営陣に認識してもらい、アク
ションにつなげたい。

• サマーキャンプは3回目の参加となり、情報収
集を終え、いよいよ改革を実行するフェーズに
入ったと認識している。子会社が増え、財務部
門の人材が枯渇しているため、育成の準備を急
ぎたい。

• これまで決算中心に考えていたが、取締役会に
どうプレゼンするか、株主、事業部門それぞれ
が求める情報発信をしていかないといけないと
思った。

サマーキャンプ全体を振り返って

●森本紀行氏（HCアセットマネジメント）
リスクには2つある。管理可能なリスクと管理不能
なリスクだ。
事業会社は事業リスクをとるのが仕事。それが管
理下に置かれていることをファクトで証明してほ
しい。管理不能なマクロ環境のリスクは仕方ない、
環境が変われば元に戻る。
この2つのリスクが渾然一体としていることが問題
で、企業の IRはそういう点で遅れている。 
日本の企業は数字ばかり説明するから、正しく意
図が伝わっていない。なぜ合理的なのかという十
分なロジックがない。現状を説明するだけでは、
誰にとっても生産的ではない。説明できないときに、
それを考え直す姿勢こそが説明責任。現状を変え
ないのであれば、単なる自己正当化の論理を振り
かざしているだけだ。

●中澤進氏（日本CFO協会主任研究委員）
日本では数字の実態がオートマチックにつかめて
いない企業が多く見られる。一番重要な会計情報
が現場から自動的に上がってくるような仕組みが
あれば、ファイナンス部門の業務系の仕事のかな
りの部分は解消できる。そのためには会計基準や
内部統制の仕組みが重要になるので、そこにリソ
ースを投入する必要がある。
J-SOXがアナウンスされた際、「開示すべき重要な
不備」を公表した企業は日本では2~3%にとどまり、
10%超だった米国と比べて遜色のある状況だった。
J-SOXの本来の趣旨に反して、悪い情報は出した
くないとの思惑が先行したのではないか。
これからの時代は、良い情報も悪い情報も公表し
た上で、投資家に判断してもらうべきであり、情
報の隠蔽は最悪だ。

講師・コメンテーターから
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