
CFO組織診断の評価 

Step3 

機能領域別・要素項目別の成熟度
のプロット 

• ポイント集計から機能領域/基盤
要素の成熟度をプロット、貴社の
強み弱みと業界他社とのベンチ
マークを実施致します 

Step1 

各機能領域別の項目別に成熟度を 

プロット 

• Key-Questionをもとにインタ

ビューを実施し、各アセスメント
項目毎の成熟度（Lv1-Lv4）を 
プロットします 

Step2 

ポイントの集計 

 

• Step1のプロットを点数換算し、
機能別要素別に集計します 

 

Option 

機能領域別・要素項目別の成熟度
のブレークダウンヒアリング 

• 成熟度を計るためのアセスメント
シートをもとに、数回に渡りキー
マンインタビューを行い、貴社の
強み弱みを具体的に分析します 

・上記診断に加え、より詳細な方法で評価をブレークダウンする事も可能です 

アセスメントシート 

キーマンインタビュー 

アセスメント評価シート 

詳細分析 

例）CFO組織のグローバル化 

打ち手のご提案 
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FT Labの流れと活用場面例 

参加者が一堂に会し、議題について深く

議論を交わす場を提供します。様々な方

法論を用い、活発な意見交換を促します。 

専門のファシリテータが、参加者の創造性を引

き出しながら、進むべき方向性に向けて議論が

整理され、構造化されていく過程を中立的にサ

ポートします。 

議論の結果を元に解決策を導きます。

セッションで醸成された一体感が、実現に

向けたロードマップの実行を後押しします。 

FT Labの流れ 

部門ビジョンの作成 

新システムの要件整理 

• 企業買収や組織再編の実施 

• 中期計画の作成 

• 部門体制の変更 

• システムにより実現する目標等の整理や意識あわせ 

• 要件定義整理の1工程としての活用（システム化の優先順位のすり合わせ） 

若手社員のトレーニング 
• 経理部員のトレーニングメニューの1つ（毎会計期に実施） 

• グループ会社・事業部などの経理部員のネットワーキング 

FT Labの活用場面例 

m&c
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ワークショップの進め方例 

Opportunities 

CFO組織の各機能 

について、改善すべき点

を明らかにする 

60min 

Priorities 

改善すべき機能に 

ついて、その優先順位を

明らかにする 

30min 

Recommendation 

改善すべき機能に 

ついて、現在の課題 

を明らかにする 

60min 

Initiative 

課題解決に向けた 

具体的なアクション 

プランを策定する 

75min 

Confidence 

アクションプランを 

実施するにあたって 

懸念事項を明らかにする 

30min 

Reflection 

アクションプランの実現イ

メージを共有しチームビ

ルディングを行う 

30min 

Vision 

将来のありたき姿、 

現在の姿を共有する 

30min 

Journey 

活発な議論を行う 

ためのウォーミングアップ 

30min 

Role 

CFO組織の役割に 

ついて、その取り 

組み状況を確認する 

30min 

Stories 

それぞれの「成功体

験」を共有し目指す

べき姿を具体化する 

30min 

Expectations 

各ステークホルダー 

がCFO組織に期待す

る役割を理解する 

30min 

Capabilities 

CFO組織の役割を 

踏まえ、あるべき 

機能を整理する 

15min 

Explore 

Align 

Create 
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FT Lab 報告書の内容例 

ギャップ整理 

マネジメントおよび他管理部門や事業部が期待していることと、CFO組織が 

やろうとしていることのGapを明確にし、改善施策の方向性を導出 
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.

【マネジメントが期待する姿】経理・企画部門が目指したい姿は、事前に収集したマネ
ジメントの期待する姿と整合するが、“その期待値”には少しギャップがあった

11

正確性、提言力、信頼を備える組織になるというビジョンとマネジメントが期待する姿は整合はするが、その期待値には
少しギャップがあり、より高い視座で各種施策を考えて行く必要がある。

経理・企画部門が目指したい姿 マネジメントが期待する姿

グループ内各部との連携の課題解消
他部門との連携（人事等）が必要
情報の共有化が必要
問題意識・改善意識が必要 等

業務のスピード化・タイムリー化
欲しい情報がタイムリーに入手できない
タイムリーな資料作成ができない
各部門の業績管理がサポートできていない、ツールが
ない、意識が低い 等

オペレーションの高度化
経営管理業務がバラバラ
システムの利便性の向上が必要
ルール化・統一化が必要 等

人材育成の強化
スタッフのナレッジ不足が問題である
個々のスキルアップとコミュニケーション能力の向上
が必要
業務の属人性の解消が必要（交代・異動の実現、代替
要員の育成） 等

クロスファンクションでのビジネスをサポ
ートするバックエンド側の仕組みが弱い

業績報告の作成スピードが遅い

マネジメントが必要とする粒度でレポート
が出力されない

レポート内容に関して要因分析が出来てい
ない

グローバル対応が可能な人材がバックオフ
ィスに少ない

同様の
認識

同様の
認識

期待値
ギャップ

期待値
ギャップ

マネジメントは、バックオフィスはファーム内で一元化している
前提で捉えているが現場は業務上の連携でも課題がある

マネジメントは既存ナレッジの共有より、グローバルでの対応
力の強化を求めている

CFO組織の目指す姿の明確化 

CFO組織が備えるべき役割を“守り”から“攻め”に変革していく方向性と 

注力すべき業務の明確化 
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.

戦略目標の達成に向けた活
動

•ビジネスサポート

-トレンド分析や将来予測の
提供

-着地見込み等、短期の予
測作成

-予実管理のモニタリングと
適切なアラートの発信

正確かつ効率的な会計処理を
実行するための活動

•正確性

-間違いがない

•グループ全体を見渡した広い
視野

事業および企業戦略の立案
を
サポートするための活動

•戦略サポート

-戦略実現に向けた分析や
提言

-やる気、能動的な提案

•グローバル、グループでの
連携

有形無形の資産を守り、維持
するための活動

• リスクマネジメント

-不正を抑制する

12

日々の定型業務に費やしている時間を減らして余力を生み出し、戦略サポートを提供する業務に資源を投下する必要が

あるという大枠の方向性に合意した

【現状の経理企画部門】目指したい姿と現状を対比したところ、定型業務に忙殺され、
戦略サポート業務に充てる時間が確保出来ていないことが共有出来た

現状

目指したい姿*1

*1 目指したい姿になる場合に将来割り当てるべき時間配分の目安

攻め

守り

経理・企画部門が担うべき4つの役割 経理・企画部門が目指したい姿

①守りの役割
→効率化：将来資源の投下割合
を減らす
②攻めの役割
→高度化：将来資源の投下割合
を現状より増やす

ストラテジスト：戦略立案への参画 カタリスト：戦略実行の推進

スチュワード：統制環境の整備 オペレータ：取引処理の実行

10

20

25

45

20

3025

25

攻めの役割：30％

攻めの役割：50％

施策策定 

CFO組織に期待される姿を実現するための改善策を策定し、CFO組織が 

主体となって推進していく施策とその期待効果整理 
© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.

【施策一覧】施策は、業務の効率化を狙った業務集中化や決算期統一、マネジメント
サイクルの構築等に始まる業務高度化に分けて具体化した
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経理・企画部門の期待される姿を実現するための改善策を6つの施策として集約し、経理・企画部門主体となってこれら

の施策を実行していく方向性で纏まった

施策名 施策内容 所要期間
期待される効果

業務効率 サービスの質

戦略の具体化 各人が自発的に戦略を実現するための行動が取
れるよう、評価体系や制度を整備

12ヶ月

マネジメントサイクルの構築 中計作成において必要な情報を整理し、各ファン
クション共通のプロセスを構築

3～6ヶ月

KPIの標準化 ビジネスの運営と向上に関するKPIの定義とそれ
に従った運営の実現

11ヶ月

決算期の統一
日本の決算期をX月からY月に変更。グローバル
と整合性による報告/経営管理の効率化及び高度
化の実現

12ヶ月

業務の集中・効率化 業務の集中化→経理業務/(他部署連携業務等)

の集中化による効率化/スピード等の向上
12ヶ月

啓蒙活動 啓蒙活動を通じた個人(現場)の行動の変化
システム等の改変まで：9～12ヶ月
現場とのディスカッション：永続

N/A Low Medium Med/High High

各施策の概要と所要期間、期待される効果

施策の成功要因 

施策実行の障壁・困難度合いを整理し、成功に導くために重要な成功要因を整理 

© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.

【成功要因】6つの施策の現場対応の自信度を議論したところ、CEOのコミットメント等
の後ろ盾に加え、利害関係者に対する合意形成が重要であるとの結論に至った
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6つの施策を成功に導くには継続的なCEOのコミットメント、マネジメントレベルの合意形成が不可欠であり、現場とマネ
ジメントが力を合わせ一体となって取り組むことが重要である

施策実行の自信度が高い

施策実行の自信度が低い

マネジメントサイクルの構築

As-One戦略の具体化 KPIの標準化

決算期統一

業務の集約・効率化

啓蒙活動

 「マネジメントの施策実行へのコミットメント」の度合い

 「マネジメントレベルでの合意」

 制度、システムを変えることに対する現場からの反発

 対費用効果

施策実行の成功度を左右する要因

CEOのコミットメント、マネジメントに対する
コミットが確約されること

ビジネスケースとして納得感が得られること

要因を解決するために必要なこと

施策実行の自身度 施策実行を成功に導く要因

実行ロードマップ 

施策ごとの関係性を考慮しながら、マイルストーンを定め、中長期のロードマップを作成 

© 2013 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.

【改善計画の施策一覧】
新会計期間が開始する2014年4月に新しい仕組みを立ち上げる予定

17 Consulting Report Template

2013 2014 2015

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 以降

戦略の具体化

マネジメントサイクルの
構築

KPIの標準化

業務の集中・効率化

決算期の統一

啓蒙活動

ロードマップ（案）

プロジェクト
チーム
組成

戦略の具体化
（ファンクション・部門

レベルへの
落とし込み）

グループ共通の
管理単位
の定義

KPI体系と
活用方法の
落とし込み

業務
プロセスの
定義

構想策定
フェーズ
纏め

詳細業務
プロセス
の設計

システム
要件定義

システム/

ツール化 （必要に応じて）改善を実施

影響範囲の
特定・費用対
効果の算定

移行
計画
の策定

ルール・
プロセスの
定義

移行
手続き
の実施

承認
年次
決算

暫定会計期間

業務改善（早期化も並行して実施）

説明会
準備

説明会
実施 継続的なコミュニケーションの実施

構想策定フェーズ 導入フェーズ 定着化フェーズ

構想の合意

集約対象
業務抽出

組織設計・人事制度の検討
新組織の立ち上げ・

人事異動

新しいマネジメント
サイクルの確立

定着化完了

高度化

新会計期間初年度

年次
決算

追加移管対象業務の検討

費用
対効果
算定

行動
規範検討

次世代システム要件定義完了
次世代システム

1次フェーズ
Go live

決算期統一に合わせた
各種活動推進を想定
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