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将来戦略

CFOとして事業を護りながら成長させる3つの方法

最近は、長期的に成功するために、何をプランニン
グしたらよいのかがわかりにくくなっています。しか
し、CFOが適切なアプローチを取れば、将来に向け
て会社を備えさせ、これから起こる障害をほとんど
乗り越えることができます。

短期的な不安定要素が気になりますが、事業の長
期戦略をCFOが常に視野に入れて、想定内と想定
外の両方のシナリオを準備しておくことが重要で
す。多くのCFOには、戦略の指揮から事業全体の方
向性の誘導まで、従来の財務関連の職務以外のリ
ーダーシップが求められるようになりました。

危機にうまく対応できた会社には、短期的に役立
つ処置をする傾向が見られますが、長期的な戦略
もしっかり守っています。 多くの場合、これには、事
業運営費の削減にすばやく取り掛かることが含まれ
ますが、売上と成長を保護することも忘れていませ
ん。では、CFOが現状に対処しながら、常に将来も
視野に入れておくにはどうすればよいでしょうか。

これは難しい問題です。CFOの3分の1 (34%) が、担
当する責務が多すぎることよりも、キャッシュ・フロ
ーの管理が最大の課題であると述べているからで
す。戦略的な意思決定は、短期的な業績に寄与す
るだけでなく、事業継続性を確保するものでなけれ
ばなりません。会社には、これまで以上に強力なビ
ジョン、つまり、事業の進化のニーズを見越して計算
に入れながら、途中で微調整や変更ができるアジ
リティを備えたビジョンが求められています。

将来のCFOがこのビジョンをどのように形作ること
ができるかを明らかにするために、NetSuiteでは、
アジア太平洋地域および日本のお客様のCFOと財
務部門のリーダーにお話を伺い、従来の財務部門
の役割以外で、長期的なアプローチが必要な3つの
重要なテーマを見つけました。
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データの活用
事業がますますオンラインに移行するにつれて、多
量のデータが生み出されています。多くのデータは非
常に慎重な取扱いが必要で、その量は圧倒的です。

しかし、今日のCFOに、データは戦略的なビジョンを
教えてくれます。CFOが事業全体を見渡して、迅速に
意思決定できるようになります。KPIの追跡から新し
い施策の実績計測まで、CFOがリアルタイムに正確
なデータを利用し、履歴トレンドと現在の活動を見
ながら、将来の舵取りができます。

マッキンゼー社によれば、この課題山積の時期に
は、財務のプランニングと分析を加速させて、事業継
続性を確保する必要があります。 つまり、財務部門
のリーダーは、できるだけリアルタイムに近いデータ
にアクセスする必要があります。急速に進化する環
境では、古いデータを使うと判断を誤る可能性が高
まります。3月の調査の回答者の半数近く(43%)が、
最近の危機的状況に対処するための大きな意思決
定には分析が重要だったと述べています。財務部門
はすでに分析に投資をしていることでしょう。しか
し、事業全体の舵取りにデータを使うには、財務部
門にデータ駆動型の文化を根付かせる必要がありま
す。

プールとスパの世界最大の保守会社である
Poolwerx社のCFO、ラッセル・ボーシャン氏によれ
ば、正確なリアルタイム・データにアクセスできたこ
とが、ソーシャル・ディスタンスなど、事業に対する逆
風にすばやく適応するのに役立ちました。

「当社のビジネス・アプローチを動かしているのはテ
クノロジです。」と同氏は述べています。「短期計画
を長期計画に絶えず入力していけば、優先事項のバ
ランスを保つのに役立ちます。リアルタイム・データ
でこのバランスを継続的にモニターして、計画通りに
進めたり、必要に応じて計画を再評価できます。」

5人中3人を超える(61%の)CFOがCIOと協力して会社
のデータにアクセスし、投資の意思決定や将来のリ
スクの見極めに役立てています。テクノロジ投資が
増大し、次の10年も続くのであれば、CFOは対象を会
社全体に広げ、すべての事業レベルでデータ第一文
化の基礎を据え始める必要があります。

オーストラリアで最も成功したメキシカンのファスト
カジュアル・フード・レストラン・チェーンGuzman y 
Gomez社は、同国に139店舗、さらに日本、シンガポ
ール、米国にも店舗網を広げています。同社は、中央
のシステムでデータを管理すれば、多様なマーケット
にアプローチするビジネス基盤を実現できることが
わかりました。

「当社には1年に数千万トランザクションの膨大なデ
ータがあります。当社には何千ものメニュー項目や
何百万もの変更因子があるため、データを収集して、
リソースを集中する方向性が正しいことを経営幹部
が確信できる洞察を提供できるテクノロジが必要で
す。」とGuzman y Gomez社のCFO、マイケル・ヒルシ
ョビッツ氏は述べています。

最高の顧客体験を大規模に提供するには、このよう
に事業全体を緊密に統合するテクノロジが必要で
す。NetSuiteの調査によれば、88%のCFOは、予想や
予測の洞察を正しく管理するには、常にデータ分析
の最新情報が必要だと述べていますが、ヒルショビ
ッツ氏はすでに同社のクラウドERPのセルフサービ
ス・データを利用して、常に最新情報を得ています。
つまり、分析や他部門が提供するレポートに頼るの
ではなく、中央集中型プラットフォームのデータに社
員が簡単にアクセスできるのです。

CFOはCIOと緊密に協力して、容易なデータ・アクセ
スとセキュリティを両立させる必要があります。その
ためには、データ分析、または技術スタッフ以外でも
意思決定と行動に活かせるよう生データを洞察のコ
ンテキストに整理する統合管理システムに投資する
のが最適です。これにより、統一された重要な洞察
とメトリックがCFOおよび会社全体に提供されるた
め、事業活動にも統一感が生まれます。また、戦略
的活動もリアルタイムに評価できるため、最も価値
ある分野に会社のリソースを割り当てることができ
ます。
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リスクの管理
CFOは長期的な事業展開を計画するだけでな
く、CFOが業績悪化の責任を問われる可能性がある
ため、リスクの管理にも気を配り、事業継続性を確
保しておく必要があります。NetSuiteの最近の調査
によれば、CFOは他のビジネス・ユニットと協力する
ため、財務部門以外でも「リスクの管理者」の役割
を担っています。 会社が直面するリスクには、主に
次の3つのタイプがあります。1つ目は予防可能なリ
スク、つまり通常は組織内部からのリスクで制御可
能なリスクです。2つ目は戦略的リスク、つまり高い
リターンを狙って企業が取るリスクです。3つ目は外
部リスク、つまり自然災害や政変など、経営陣の影
響がまったく及ばないリスクです。3つとも重要です
が、巧みに対処するには、独自の課題があります。

最近の調査によれば、財務部門のリーダーの70%
が、自分の能力を向上させるべき最重要分野の1つ
として、「戦略的プランニング」を挙げています。 こ
れには、リスク管理、新規投資の評価、事業戦略が
含まれます。すべてのリスク・タイプ、特に外部リス
クに関しては、最も回復力の高いアプローチを考慮 
考慮に入れておく必要があります。短期的な方法で
あっても、長期的アプローチのコンテキストで考え
る必要があります。

学校および家庭向けオンライン学習プラットフォー
ムを提供するEducation Perfect (EP)社のCFO、サ
イモン・ロビンソン氏は、CFOの役割が財務管理よ
りずっと幅広い役割、つまりリスクにフォーカスした
役割に変化したと考えています。

「CFOはCEOと同じように会社全体に対して仕事を
する必要がありますが、特に意思決定をサポートす
るためのデータ、財務、リスクの観点から仕事をす
る必要があります。」と同氏は述べています。「最近
は迅速な決断が会社に求められており、CFOがそれ
に積極的に関与する必要があるため、この傾向はま
すます強まっています。」

多くのCFOが急速な変化を乗り切るために新しいテ
クノロジを採用して、すでにそのメリットを実感して
います。マッキンゼー社によれば、「デジタル化をよ
く理解して積極的に取り入れることは、正確なレポ
ート、十分な情報に基づく意思決定、将来の危機的
状況における事業継続性の確保に計り知れない価
値があります。」可視化と連携を強化するテクノロ
ジは意思決定に役立ち、注力すべき分野に関する
洞察をリアルタイムに提供できるだけでなく、回避
可能なリスクや他の問題を早期に警告することもで
きます。
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オーストラリアのメガネ小売業Bailey Nelson社の
CFO、クリス・タム氏の場合は、クラウドERPなどの
テクノロジがCFOの役割のリスク緩和に役立ちまし
た。「リアルタイム・オートメーションが進歩したた
め、会社の経営状態をよりタイムリに表示できるよ
うになりました。情報にアクセスしやすくなり、全体
的な意思決定がしやすくなりました。」

将来の危機(あるいは小さな障害)に備えるため
に、CFOは新しい知識と正確な予測モデルを併せ
持っている必要があります。危機的な時代のリスク
管理責任者として、CFOは新規投資、重点分野、社
員管理などに関して、それぞれのリカバリ・モデル
とそれに伴うリスクも細かく検討する必要がありま
す。

つまり、データを使用して、事業の可視化とセキュ
リティなどの懸念を考慮に入れながら、長期および
短期の目標に対する投資リスク、特にテクノロジと
ITに対する投資リスクを評価する必要があります。
財務部門のリーダーは経営チームと協力して、クラ
ウドERPなどのイノベーションや会社の回復力を高
める投資を識別して拡大する必要があります。さら
に、信頼できるテクノロジ・プロバイダーを選ぶこと
によっても、CFOは投資リスクを緩和できます。

ダイナミックに変化するチーム
財務チームの働き方は変わりました。最近のテレワ
ークへのシフトは、新しいコミュニケーションの方
法を促進し、経営側に仕事の見直しを迫っていま
す。CFOの4人に3人近く(72%)が柔軟な勤務体系
が長期的には会社にとってプラスになると考えてお
り、約半数(49%)が、可能な場合はテレワークを長
期的に継続することを検討しています。多くの場合、
テレワークにはメリットがありますが、適切なシステ
ムがない場合や文化を変えにくい場合は、生産性
に影響が出る可能性もあります。

社員すべてをテレワークに移行することを考えて
いる企業もありますが、そこには独自の課題があ
り、CFOは慎重に考慮する必要があります。このモ

デルに移行するには、テレワーク環境を整えるため
の補助、サイバーセキュリティへの対応、その他の要
件を満たすために追加のコストがかかる場合があり
ます。それに対して、オフィスに戻る場合でも、入念
な清掃や殺菌、作業エリアの仕切りなど、それなり
費用がかかる可能性があります。CFOは、それぞれ
のリスクとメリットを考慮する必要があります。

さらに、採用凍結により、多くの財務チームで処理
能力が低下する一方で、仕事が増える可能性があり
ます。CFOは、効率を上げる新しい働き方を模索す
る必要があります。3分の2を超えるCFOが、財務部
門の根幹である予算策定、レポートや財務予測の作
成などの職務を財務以外のスタッフに任せることを
検討しました。 多くの人が、分散型のセルフサービ
ス・モデルに財務が移行すると、レポート作成回数
が減り、財務部門の役員が戦略的プランニングに
集中できると予測しました。

自動化もCFOが重視している分野で、46%のCFOが
自動化および他の新しい働き方の促進を計画して
います。マッキンゼー社は、CFOがデジタル化と自動
化に投資して、中心的な業務プロセスを自動化し、
外部ショックのリスクを減らして、長期的なレジリエ
ンスを強化することを提案しています。 

EP社のロビンソン氏は、近い将来に変化のペース
が落ちることはなく、企業の備えが大切だと考えて
います。「チームを作ることが重要です。財務の役
割はCFOの役割と同じように進化すると考えていま
す。つまり、トランザクションや履歴中心の役割か
ら、未来志向の役割に変化し、事業への統合が進
むでしょう。」と同氏は述べています。「すばらしい
チャンスが開けると同時に、新しい役割とチームを
正しく形作っていく必要もあります。」

ダイナミックなスタッフのプランニングとは、新しい
働き方に適応し、それを戦略的アプローチに統合し
ていくことを意味しています。働く環境と文化は、ほ
んの数か月ですでに急激に変化しました。これを将
来に生かすには、CFOが自分のチームおよび幅広い
事業で新しいプロセスを確立して、この先何年もシ
ームレスに協力および調整していけるようにする必
要があります。
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多くのCFOにとって、現在の事業を保護しながら、
長期的な戦略と目標を組み込んでいくのは容易で
はありません。しかし、CFOは会計担当だった時代
から今日の戦略的パートナーになるまで、危機と変
化の管理に精通しています。しかし、将来のCFOに
成長していく過程でも、経済状況の悪化に伴って増
加するリスクを、事業を育てるために慎重に取捨選
択する点で奮闘し続けることになるでしょう。

データに精通し、事業を可視化し、計画力がある
CFOは、経営幹部の中でもとりわけ変化への対応
能力に優れています。CFOが適切なリーダー、パー
トナー、サービス・プロバイダーと手を組み、正しい
洞察とソリューションを利用して戦略を準備するの
は賢明なことです。CFOは戦略的アプローチを適切
に変更しながら、短期戦略と長期戦略のバランス
を取れば、事業を保護しながら成長させることがで
きます。

結論
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