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この新しい10年が始まって、CFOにはすでに多くの課
題が加わりました。CFOの備え、反応、対応は、CFO
自身の成功だけでなく組織の成功も左右します。

CFOは、戦略管理、危機管理、リスク管理など、以前
に比べて多くの分野を監督するようになると考えら
れていますが、実際すでにそうなっている企業も多い
ようです。CFOは組織における財務のプロのトップで
あるため、戦略的意思決定の評価や投資先の決定
の際に、CFOの専門知識がますます必要とされてい
ます。

CFOの役割が進化するにつれて、CFOもナレッジ・ベ
ースやスキルを拡張する必要があるでしょう。これら
すべてに加えて、CFOは健全なキャッシュ・フローを
確保し、財務とデータに関する複雑に絡み合う規制
に従う必要があります。

簡単に言えば、今日のCFOは、財務部門のリーダー、
ビジネスの意思決定者、データ・スペシャリストなど、
多くの役割を果たす必要があります。注意しないと、
圧倒されてしまう恐れがあります。CFOの5人に2人
(38%)は、直接的な責務の他にも、追加の作業をや
りくりしながらこなしていると認めています。 

今日のCFOを支援するために、NetSuiteでは、お客様
にインタビューして、アジア太平洋と日本のCFOがビ
ジネスや経営をサポートするために対処できる3つの
共通課題を見つけました。
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課題1: 戦略リーダーの役割
COVID-19や経済全般への影響により刻 と々変化す
るプレッシャーがビジネスを襲うため、CFOが戦略
をリードする期待が高まっています。CFOはCEOと
協力して、予期しない事態に会社を備えさせ、一瞬
で変化する可能性がある将来に対して計画を立て
る必要があります。財務管理とリスク管理の責任を
負うCFOは常にビジネス全体の戦略の最前線にい
ます。そのため、安定性と回復力を中心とする戦略
をリードする上で、これまで以上に重要な立場にい
ます。

マッキンゼー社によれば、CFOには「危機管理の財
務面と戦略面のリーダーとしての役割があります。(
中略)会社の重要な財務戦略は「キャッシュ・カル
チャー」つまりキャッシュを温存してダイナミックに
展開できるようにすることです。」 これには、財務
的に実行可能かつ最終損益を改善できる戦略的投
資をし、会社全体に優先事項を周知する責任が伴
います。

危機的状況では、CFOが会計担当ではなく、戦略家
として新たな課題に立ち向かう必要があります。現
在85%のCFOが今年の収益が減ると予測しており、
半数以上(51%)が最大25%減少すると考えていま
す。そのため、コストと収益性の高度な分析を活用
して、短期間の手当てとして行う投資すべてを、長
期的な展望を持ちながら行う必要があります。CFO
のリーダーシップ、つまりリスク管理と戦略的ビジョ
ンのバランス感覚が最終損益に影響します。

オーストラリアのサステナブルな包装材メーカーで
あるBioPak社のキム・ジアネレット氏によれば、将
来のCFOは会社経営でより大きな役割を果たすこと
になります。「2020年のCFOの役割は財務だけでは
ありません。それは、管理部門としての役割であり、
また、CEOの右腕という役割でもあり、役員会に属
するという意味でもあります。戦略担当として、プロ
セスの改善方法および業務の変革を指揮すること
です。」

戦略を指揮するだけでも大きな課題ですが、新し
い領域を開発する必要もあります。メガネ小売業で
あるBailey Nelson社のCFO、クリス・タム氏によれ
ば、CFOは特にテクノロジーの戦略を指揮するよう
に役員から期待されています。「それは、私たちがリ
ードするように求められている分野の1つです。」と
タム氏は述べています。これ以外にも、CFOはCEO
と協力しながら、ビジネス・モデルの刷新や適合な
どの分野で貢献することで、すでに多くの成果を
生み出しています。また、重要な施策や投資を管理
し、データを活用しながら、厳密に資金面のアプロ
ーチを組み立てるという面でも貢献することができ
ます。たとえば、小売業者が物理的な店舗を継続す
るか、オンライン専業に移行するかを見極めるよう
ケースでサポートをするケースがでてくるでしょう。

注意すべき点として、長期的な労働効率と生産性を
維持し続けるためには、どのような投資でも選択す
る必要があります。財務を通じてビジネスの方向性
を左右する戦略的リーダーとして大きな役割を担う
ために、将来のCFOは新しい分野に自分のスキルを
適用していく必要があると言えます。
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課題2: 回復力の計画改善
最近多くのCFOが、事業継続性つまり防災計画の
不備に気付いて、将来に備えた見直しを実施してい
ます。これには、財務プランニングと分析の迅速化
が含まれており、特定のシナリオの結果をより正確
にモデル化できるように改善しています。財務部門
のリーダーがデータにアクセスして事業を可視化で
きるようになったため、災害発生時に安全に事業を
導くために、どのKPIを追跡するのが重要かがわか
りやすくなりました。

将来に備えるには、プランニングへのアプローチを
改善して、発生する可能性が高いすべてのシナリオ
への対応を準備しておく必要があります。CFOの大
多数(88%)は、当面の必要を満たすための短期的
なプランニングと予測 をすでに導入しています。し
かし、最近の混乱から教訓を学んだ多くの企業は、
危機管理の観点から今後数か月をどのように乗り
切るかを計画する「将来計画」チームも発足させて
います。会社の規模によっては専任チームを作れな
い場合もありますが、シナリオ計画、将来情報の収
集、事業を戦略的に移行するための選択肢とアクシ
ョンなどの原則は適用できます。

通常と異なる状況下では、通常の四半期の枠を超
えた効果的な計画が必要になります。CFOとして、
緊急時(2～7日間)や月次、四半期、さらには年次で
の対策を考えておく必要があります。たとえば、食
品飲料製造業では、業務継続のためにソーシャル・
ディスタンスを考慮したチームでの操業方法をすぐ
に計画する必要があります。月次および四半期の計
画には、様々な制限レベルに応じたシナリオ計画を
組み込む必要があり、一部の操業停止を考慮する
必要があるかもしれません。

そのため、オンライン教育プラットフォームを提供
するEducation Perfect (EP)社のサイモン・ロビン
ソン氏が述べるように、将来のCFOは事業全体を見
渡すことができ、データ、財務、リスクを把握して意
思決定をサポートする必要があります。「業績の履
歴管理の役割は減って、将来の予測および会社の
方向性を決定する役割に重点が移っています。」と
同氏は述べています。

つまり、絶えず適応し、データを使用して迅速に計
画を変更することが求められています。「会社は重
大な意思決定を迅速に行わなければならなくなっ
ており、CFOが積極的に参画する必要があります。
多くの企業では、過去の業績で将来を推し量ること
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ができなくなっています。CFOと財務部門は先を見
越して、事業と経営環境全体を把握し、将来の業績
を予測して具体化する必要があります。」とロビンソ
ン氏は述べています。

Education Perfect社は、サービスの無償バージョン
提供を展開した後、この予測的データ・アプローチ
を使用して追跡と計画を実施し、世界中の教師や
生徒のリモート授業への移行を支援しました。無償
版の提供が終了した時に、このデータのインサイト
を使用して、無償から有償へ誘導したのです。特に
必要とされていた管理業務のインフラストラクチャ
を継続的に提供できるように計画しました。

10人中8人のCFO が、将来に備えて、リスク管理プ
ロセスを再構築中だと報告しています。適切なデー
タ基盤を構築して、このプロセスにアクセスできる
ようにすれば、事業の状況に関する洞察をより迅速
に提供できます。ファストカジュアルのメキシカン・
レストラン・チェーンGuzman y Gomez社のCFOで
あるマイケル・ヒショビッツ氏が述べているように、
複雑なフランチャイズ・レストランや企業運営のレ
ストラン事業では、このデータと情報が欠かせませ
ん。

「当社の事業を経営する上では、定期的かつタイム
リーに信頼性の高い関連情報にアクセスすることが
非常に重要です。」とヒショビッツ氏は述べていま
す。「変化の激しい世界で大きな課題に立ち向かう
には、長期的な変化に対して計画を立て、この世界
とつながりながらシームレスに経営していく必要が
あります。」

計画すれば、結果が保証されるわけではありませ
ん。しかし、適切なプロセスを確立しておけば、短
期的な課題と長期的な課題に対する備えをして、逆
境に面しても回復して事業を継続できるようにCFO
が最善を尽くす助けになります。その中心を担うの
がテクノロジーです。

課題3: テクノロジーへの賢明な投資
事業運営費、採用などの様々な事業領域の予算が
厳しくなっても、CFOが常に重視するのはテクノロ
ジーです。CFOの大多数(84%)は、変革をもたらす
テクノロジーに引き続き投資を予定しています。実
際、多くのCFOが、大きな障害を乗り越えるために
は、これらのソリューションが不可欠だと考えてい
ます。

CFOの半数以上(52%)が、長期的に会社を改善す
る、危機対応の開発項目としてテクノロジーへの投
資を挙げています。マッキンゼー社によれば、リアル
タイム予測やデータ・インサイトなど、以前は手が
届かなかった新しいテクノロジーが、今では最重要
になっています。CFOは、目の前の危機が去った後も
「組織全体のデジタル化を推進するリーダーの役
割を果たす必要があります。」

Accenture社のレポートによると、世界中の財務部
門のリーダーの77%が、効率と生産性を上げるため
に、組織へのデジタル・ソリューションの導入を推し
進めています。5人に3人(61%)のCFOがCIOと緊密
に協力して、データを使用したリスクの把握と管理
を実践しており、41%がデータの可視化の向上が今
後2年間の最優先事項だと述べています。CFOは、
どの投資が効率的で、どの投資が事業の収益を損
なうかを判断する必要があります。どのように判断
すればよいでしょうか。

まず最初に、テクノロジー・ソリューションがもたら
す機会、スケーラビリティ、長期的なサステナビリ
ティを理解できるように、ITの知識を磨く必要があ
ります。CFOの過半数(58%)は、特定のソリューショ
ンを適用するメリットとリスクを評価するには、テ
クノロジーをよく理解する必要があると考えていま
す。理解したことを仲間に正しく伝えるには、CFOが
データをよく理解しているだけでなく、「データの語
り手」になる必要があります。そのためには、CFOの
可視化能力を向上させる必要があります。リアルタ
イム・データと集中管理されたチャートを使用し、
事業の統一データ・リポジトリを提供するクラウド
ERPを活用することが役立つでしょう。
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BioPak社のCFOであるキム・ジアネレット氏にとっ
ては、テクノロジーを最大限に利用する方法を理解
することが成功の鍵になりました。テクノロジーお
よび財務と緊密に統合された事業では、データへ
のアクセスが、競争で優位に立つために欠かせませ
ん。サプライ・チェーン、物流、顧客エンゲージメン
トのすべてのステップが1つのクラウドERPプラット
フォームに統合されたため、企業が問題をすばやく
特定できるようになりました。

「CFOは、会社の最新情報を常に把握し、自分が
使うテクノロジーの最新情報も常に把握している必
要があります。」とジアネレット氏は述べています。
「手作業をなくすような自動化システムを実現する
ことが不可欠です。CFOは人 と々協力し、意思決定
をし、自分のチームとつながるのが仕事なので、バ
ックエンドの仕事はERPシステムに任せる必要があ
ります。

Education Perfect社のCFOであるサイモン・ロビン
ソン氏の場合は、世界的なパンデミックによる教育
分野の変化にすばやく適応し、事業の継続に必要

な安定した基盤を確保する上で、テクノロジーへの
投資が役立ちました。無償ソフトウェア・モデルを
展開するためにキャパシティをすばやく拡大し、何
十万人もの新規ユーザーに対応できるように既存の
ソリューションを簡単に作り変えることができまし
た。

「テクノロジーがこれらの変化を可能にしてくれま
した。NetSuiteのようなシステムがあれば、連結さ
れた結果をリアルタイムにどこからでもCFOが確認
できます。」とロビンソン氏は述べています。「これ
により、過去の財務実績の準備や分析に使う時間
を最小限に抑えて、事業のすべての分野で将来の業
績を最適化するために時間を使えます。」

CFOはテクノロジーの評価者とデータの語り手の両
方の役割で経営幹部と緊密に協力して、効率と可
視化を実現するテクノロジーに賢く投資する必要
があります。CFOが適切なテクノロジーを選択すれ
ば、単に便利な機能がいくつかあるソフトウェアの
導入にとどまらず、本当のパートナーシップを築くこ
とができます。
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CFOが率先して学び、より効率的なプロセスを適用
し、将来の変化に備えるなら、会社もこれから先の
10年に備えることができます。十分な回復力を今確
立しておけば、CFOが将来の問題を解決しやすくな
ります。

どのようなシナリオを準備する場合でも、CFOは会
社全体の部門と協力する必要があります。社員がど
のようなことを経験しており、どのように対応すれ
ばよいかを正しく理解するには、システムと人の両
面の統合アプローチが必要です。CFOは正確なデ
ータと適切な基盤に基づいて、戦略全体を見通して
いるだけでなく、事業の推進力の役割も果たす必要
があります。

適切なアプローチ、ツール、ソリューションをCFOが
駆使すれば、困難な時期に事業を導くことができ、
事業の戦略的な変革者という新しい役割を果たせ
るようになります。この先10年にどのようなことが
起ころうとも、適切なアプローチを取れば、CFOが
事業を導き、リスクを回避し、新しい機会を見つけ
出して前進することは可能です。

事業の形態や規模に関係なく、適切なテクノ
ロジーに投資することが、CFOにとって重要で
す。NetSuiteのクラウドベースの統合ソリューション
を利用すれば、業務の効果と効率が上がり、成功に
必要な可視化とアジリティーを強化できます。

結論
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