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数字の向こう側

将来のCFOにとって重要な3つの関係

財務最高責任者(CFO)は数字の専門家と考えられて
いましたが、時代は変わりました。その役割はます
ます戦略的になっており、人と人の結びつきを重視
し、より広範な事業のリーダーになることが求めら
れています。NetSuiteが166人のCFOに行った調査
によれば、財務担当役員の82%は戦略プランニン
グが主な責務だと述べています。

関係構築と影響力が、ますますCFOに不可欠なスキ
ルになってきています。CFOの役割の変化以外にも
外的圧力や経済状況によってビジネスも急激に変
化しており、CFOがスキルを拡張して責務の変更に
備えることが急務になっています。

アジア太平洋地域と日本では、将来のCFOはこれ
まで以上に人間関係を大事にする必要があります。
他の役員へのアドバイスからテレワークへの移行対
応、さらには顧客体験の向上まで、地域の財務部門
のリーダーは、ビジネスに合せてパートナーシップ
を慎重に管理する必要があります。このような状況
にもかかわらず、多くのCFOは戦略以外の日常業務

に追われており、ビジネスでリーダーシップを発揮
しにくくなっています。ガートナー社によれば、平均
的なCFOは一週間のうちまる1日を効果のない活動
に割いています。財務部門以外の人と有益な結びつ
きを築くことが、この状態を改善するのに最も効果
的であると、その調査は述べています。

これは、マーケティングや人事など、従来は財務の
職務と関係がないと思われていた領域に関与する
ことが、実際には財務および経営全体にとって重要
であることを意味していると考えられます。結局の
ところ、すべての活動および安定への道は財務が支
えているのです。将来のCFOは、ペースが速い環境
で効果的に事業を管理するために、戦略的ビジョ
ン、技術的専門知識、人間関係の構築力が求めら
れています。

NetSuiteは、この地域のお客様の財務部門のリー
ダーに、それぞれの経験から、CFOが育む必要があ
る最も重要な関係は何かについて伺いました。
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1. 経営幹部の上級役員
経営幹部の上級役員はオーケストラのように協力
する必要があります。指揮者、演奏者、首席奏者、そ
れぞれのパートの楽譜がありますが、協力してハー
モニーを生み出します。CFOの半数以上が役員の協
力を「非常に重要」としていますが、73%が自分の
経営チームはプロジェクトや戦略的施策で協力す
ることがあるとしてもまれであると述べています。し
かし、80%を超えるCFOはCEOと強い関係があるの
で、経営幹部の他の上級役員との関係を築くことに
努力を傾ける必要がありそうです。

メガネ・ブランドBailey Nelson社のCFO、クリス・タ
ム氏は、経営チーム全体と強いパートナーシップを
築くことが、特に強い圧力に面したときの事業継続
性に非常に重要だと考えています。財務部門から付
加価値を得られない部門は社内にないので、事業全
体で統合する必要があると同氏は述べています。ま
ず役員同士がよく協力するところから始めることが
できます。

「コミュニケーション、関係の構築、ストーリーを語
ることはCFOの重要な役割です。」とタム氏は述べて
おり、さらにBailey Nelson社では、財務チームがプ
ランニング会議を主導することが多いとも述べてい
ます。「数字に関する基本的なスキルとは別に、役員
会と交渉して支持を取り付ける方法、チーム・メンバ
ーや投資家を鼓舞するストーリーの作り方を学ぶ必
要があります。最新のテクノロジでレポート作成が効
率化されたため、ストーリーを組み立てる力が重要
になっています。」

オーストラリアでサスティナブルな梱包材を製造する
BioPak社のCFO、キム・ジアネレット氏が述べるよう
に、人と人の結びつきがCFOの役割には欠かせませ
ん。「CFOはコーポレート・サービスの役割です。こ
れには、人事、作業環境の健康と安全、CEOと役員
会の右腕としての役割が含まれます。」

サイロ化した縦割りの弊害を打破して他部門と協力
するには勇気がいるかもしれませんが、他の役員と
のつながりを築けるCFOは事業全体に貢献できま
す。経営幹部の上級役員が長期的に協力する組織で
は、事業の成功を期待できます。将来のCFOは、戦
略的なビジョンを持ち、会社の他の役員と協力でき
ることが重要です。

2. 現在および将来の社員
財務部門のスキル・ギャップを埋めるために必要な
人材を管理、採用、開発する点で、CFOが積極的な
役割を果たすようになりました。これには、商才、説
得力、影響力、出資者への対応などのスキルが含ま
れます。アジアが直面する最大の課題はチームのス
キル・ギャップだとCFOの27%が考えています。最近
の制限により状況はさらに厳しくなっており、来月の
重要な業務をこなすスタッフが足りないとCFOの16%
が述べています。 

以前より役割が拡大したのはCFOだけでなく、財務
チームも同じです。自動化は財務部門の働き方をす
でに変えており、手作業からチーム・メンバーが解放
されて、技術的な職務以外にも対応可能になりまし
た。CFOは、助言者およびリーダーとして、チームのよ
りよい働き方や新しいスキルの開発を支援する必要
があります。33%のCFOによれば、適切なリモート機
能がなかったため、テレワークへのシフトが生産性
に影響を与えました。つまり、研修、助言、適切なシ
ステムへの投資など、長期的観点から社員の業務を
改善する必要があります。

Bailey Nelson社のCFO、タム氏は、人と人の結びつ
きを作ること、組織のいろいろなところで目に付く存
在になることに気を付けています。小売店を訪問し
て、店のマネージャーや現場の検眼士と話すことに
より、ビジネスに対する理解が深まり、問題解決や
戦略実施の方法がわかります。「これがビジネスに対
する洞察力を磨く一番よい方法です。チーム・メンバ
ーにもぜひ身に付けて欲しいと思っています。」と同
氏は述べています。

新規採用者のオンボーディングで、会社のすべての
部門を見せるのが同氏のやり方です。そうすれば事
業全体に対する強力な洞察を得るのに必要な体験
ができます。これには、商品化計画やEコマースから
倉庫管理まで、すべての事柄が含まれます。これは、
自分の役割に強い関心を持つ若い才能が経験を積
んで進化していくために特に重要なことです。「以前
に、財務部門で何年も経験を積んだ人にチームに加
わってもらい、社内のまったく別の部門を任せたこと
があります。」と同氏は述べています。
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自分が極力関わらないようなチームとプロセスを作
るという戦略を持つBioPak社のCFO、ジアネレット
氏によれば、チーム内で能力とスキルを開発するの
がCFOの最大の責務の1つです。「人に権限を与える
ことが、CFOとして行うべき最も重要なことの1つで
す。あなたがいないときに、スタッフが意思決定でき
るようにする必要があります。そうすれば、すべての
意思決定をするとうい重荷から解放されます。」と同
氏は述べています。「CFOには人を開発するスキルが
必要です。近づきやすい人になり、チームと一緒に仕
事をして問題を解決し、権限を与える必要がありま
す。」

メキシカンのファストカジュアル・チェーンGuzman 
Y Gomez社のCFO、マイケル・ヒショビッツ氏の場合
は、自動化とNetSuiteのようなERPプラットフォーム
の採用により、単純労働をするスタッフの数を減らす
ことができました。かわりに、付加価値の創造、収益
の増加、コストの削減に社員を回すことができ、会
社の継続的な業績改善に貢献できるようになりまし
た。CFOはチームの研修とスキル開発に注力して、様
々な領域で優れた能力を発揮できるように学習環境
を整える必要があります。

財務の「バック・オフィス」としての役割が薄れていく
につれて、CFOが採用戦略も指揮して、社内チームの
スキルを上げるとともに、必要な場合は適切な人材
を採用して、信頼できる関係を築いていく必要があ
ります。

仕事の変化の激しさが、事態をさらに複雑にしてい
ます。多くの組織がなんらかの形のテレワークを続
けることが予想される中で、CFOは自分のチームと緊
密に協力して、職場に対する新しいアプローチを開
発する必要があります。ビデオ会議やチャットなどの
オンライン・システムに移行すると、人と人の結びつ
きを強めるのが難しくなるため、社員と効果的にコラ
ボレーションするための一層の努力がCFOに求めら
れます。
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3. 顧客
従来、CFOは顧客から離れた立場にあり、通常は
CMOが顧客に対応していました。しかし、特にデー
タを活用して顧客囲い込みをするなど、今や顧客中
心の原則に沿って会社が方向転換していることは
無視できません。5社中4社を超える(81%の)会社が
顧客体験だけで競争することになると予想していま
す。つまり、会社の成功は優れた顧客体験の開発に
かかっており、1つのビジネス・ユニットのみでは対
応できません。会社を安定させる必要があるこの時
期に事業削減に直面したとしても、顧客体験に対す
る投資を削減するCFOは少数派(11%)です。顧客と
の結びつきを強めることによる経済的影響は無視
できません。どのようにすればよいでしょうか。デー
タを集中管理できる適切なシステムで可視化機能
を強化し、ビジネスのアジリティを高めて、顧客体験
を強化する必要があります。

タム氏の場合は、Bailey Nelson社がデジタル・ビジ
ネス・モデルに大きくシフトした5年前にCFOとして
の転換点を迎えました。この進化の重要な部分は、
顧客体験および小売り体験全体を含むデータを、
メガネの小売業である当社が収集および使用して
いた方法に注目したことです。タム氏は、バック・オ
フィスから店内そしてオンラインまでシームレスに1
つのビューを提供してデータにアクセスできれば、
経営に役立ち、最終的にはお客様にも価値がある
ことにすぐに気付きました。これには、小売りから
在庫および顧客の履歴データまでをすべて可視化
することが含まれます。

CFOにとっては、顧客への投資と収益のバランスを
取るのが課題になります。「CFOにとっては、トレン
ドの変化と消費者の進化の最前線で、事業を推進
するための投資を保護し、時代に遅れないようにす
ることが大切です。」とTham氏は述べています。

収益に焦点を合せたCFOは、まず顧客を見て、収益
を上げる方法を考える必要があります。3分の2を超
える(69%の) CFOが、利益を上げるチャンスを見つ
けるには、自分の顧客をよく理解する必要があると
考えていますが、これは正しいことです。しかし、上
位3つのKPIの中に顧客満足度を挙げたCFOは29%
に過ぎません。財務部門と顧客の関係を強めるに
は、顧客満足度を優先事項にして、KPIとプランニン
グに組み入れる必要があります。

オンライン学習プラットフォームを提供する
Education Perfect社のCFO、サイモン・ロビンソン
氏は、顧客との関係構築を常に優先事項にしておく
必要があると考えています。同氏は、これが事業の
継続的成功の鍵であると見ています。「顧客が何を
欲しいのかを理解するように常に自分を刺激し続
けて、短期的に解決できる事柄と長期的な展望の
バランスを取る必要があります。」とロビンソン氏は
述べています。財務部門がすぐにアクセスできる豊
富なデータを使用して、カスタマー・ジャーニーを
向上させるには、継続的なプロセスが必要です。組
織全体のデータを処理、アクセスおよび理解するた
めに適切なシステムを確立する必要があるので、単
なるマーケティングの領域を超えています。しかし、
これが最終的には継続的な収益、評判、将来の顧
客維持の向上につながります。
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どの組織でも、人と人の結びつきが組織を動かす
力になります。アジア太平洋地域と日本のCFOを
取り巻く環境では、CFOのパフォーマンスだけでな
く、会社全体の結果を向上させることが求められて
います。数字を扱うハードスキルがしっかりしている
ことはもちろん重要ですが、今日のCFOには経営幹
部向けのレポート作成以上のことが求められていま
す。将来のCFOには、経営幹部の上級役員との緊密
な協力、事業の需要に応じた社員の管理とスキル
の開発、全社的な顧客中心アプローチの育成が求
められています。

 経済的な混乱の中で企業が生き残るために、キャ
ッシュ・フローなど、従来の財務機能には引き続き
最優先で取り組む必要があります。クラウドERPな
どの技術進歩により、多くのタスクの自動化や簡素
化が可能になったため、CFOは会社の将来のプラン
ニングでも率先して役割を果たすことができます。
将来のCFOは、人と人の結びつきを優先事項とし、
財務や自分のチームを超えて、経営幹部や顧客との
結びつきを強める必要があります。これらの結びつ
きを成長させる方法を学べば、この役割の評価が高
まり、この先の10年、この進化する役割を果たすの
に役立つでしょう。

結論
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