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ボストン コンサルティング グループ（BCG）

BCGは、ビジネスや社会のリーダーとともに戦略課題の解
決や成長機会の実現に取り組んでいます。BCGは 1963年
に戦略コンサルティングのパイオニアとして創設されまし
た。今日私たちは、クライアントとの緊密な協働を通じて
すべてのステークホルダーに利益をもたらすことをめざす
変革アプローチにより、組織力の向上、持続的な競争優位
性構築、社会への貢献を後押ししています。

BCGのグローバルで多様性に富むチームは、産業や経営ト
ピックに関する深い専門知識と、現状を問い直し企業変革
を促進するためのさまざまな洞察を基にクライアントを支
援しています。最先端のマネジメントコンサルティング、
テクノロジーとデザイン、デジタルベンチャーなどの機能
によりソリューションを提供します。経営トップから現場
に至るまで、BCGならではの協働を通じ、組織に大きなイ
ンパクトを生み出すとともにより良き社会をつくるお手伝
いをしています。

日本では、1966年に世界第 2の拠点として東京に、2003
年に名古屋、2020年に大阪、京都、2022年には福岡にオフィ
スを設立しました。

https://www.bcg.com/ja-jp/



日本の読者の皆様へ

CFO（Chief Financial Officer）という役職が広く日本に紹介されてから四半世紀あま
りが経ちました。

使い古されたフレーズですが、この間、日本の社会、産業、そして企業を取り巻く環境は
大きく変化してきました。約100年ぶりのパンデミックにより、そのスピードと振れ幅
が増すなか、ウクライナ危機の発生がさらなる不透明感をもたらしています。ただ、
何か思ってもみなかった変化に直面しているというよりは、いつかは来ると言われてい
たことが波を打って到来していると感じる方が多いのではないでしょうか。

このような難しい時代には、どうしても目の前の事象や変化の速さに目を奪われがち
になります。たしかにすぐに対応しなければならないこともありますが、それらのみに気
を取られ、本当にやるべきことを見逃さない、見誤らないように意識することが大切です。
組織にありがちな、「緊急性が重要性を駆逐する」ことにならないように。

2000年ごろから日本企業の経営アジェンダとして継続的に議論されてきたテーマと
して、「グローバル」「成長」「再編」があります。加えて、昨今では「デジタル」や「サステナ
ビリティ」も注目されています。

これらのテーマに呼応するCFOアジェンダを見渡すと、「企業および事業レベルでの
最適なリソースアロケーション」「グローバル視点でもっとも効率的なファイナンスオ
ペレーション」「タックスやトレジャリーなど専門性の磨き込み」「企業の目的・目標達成
の確度を高めるためのリスクマネジメント」「基盤としての経営情報・データの整備・民
主化」などが挙げられます。これらは2000年当時も今も大きくは変わりません。もち
ろん、「人」はさらに普遍的なアジェンダとして存在しています。



では、これらCFOアジェンダにどれだけ根本から取り組んでこられたか。一部にはう
まく対応してきた企業もありますが、日本企業全体としてはまだまだ途上にあると言え
ます。どれも一筋縄ではいかない、累積思考と試行錯誤を要するアジェンダです。過去
の文脈から現在をとらえ、未来につなぐ「トランジション」に対し、時間という限りある
リソースをいかに振り向けられるか。そして、組織としての変化をどれだけ積み上げて
いけるか。勝負はそこで決まります。

このトランジションをリードするCFOには周到なプランと揺るがぬ胆力が求めら
れます。新たにCFOの任に就かれた方々、すでにCFOとして活躍され、変革へのギアを
さらに上げようとされている方々にとって、この冊子がその一助になれば幸いです。

加来 一郎
ボストン コンサルティング グループ

マネージング・ディレクター&シニア・パートナー

日置 圭介
ボストン コンサルティング グループ

パートナー&アソシエイト・ディレクター
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1 未来に向けたトランジション

経理・財務部門のかじ取りを任された新任CFOは、
新たな現実を受け入れなければならない。CFOが数
字の専門家として戦略的な意思決定の基盤となるデー
タを他のリーダーたちに提供していればよかった時代
は過ぎ去った。現代のCFOは自らが戦略家として、ま
た価値創造を担う者として、好調な業績を実現するた
めに幅広い権限を持ち、つねに責任とともにある。

期待される役割は幅広い。新任のCFOはまず、自社
の戦略上の優先事項と財務パフォーマンスに基づいて
自身のアジェンダを策定しなければならない。つま
り、実行に集中する前に、自社についてより深く理解す
る必要がある。就任後の最初の90日間、CFOには必要
な情報を得て、それを基に将来ビジョンを定める二度
とない機会が与えられる。そして、1年目の残りの期
間で、このビジョンに基づいて優先度の高いアジェン
ダに取り組むのだ。

多くの挑戦を伴うユニークな 
プラットフォームとしてのCFO

現代のCFOは、持続的な価値とインパクトを創出す
る「プラットフォーム」の役割を担う。CFOは、最高責
任者レベル（Cレベル）幹部からなるマネジメントチー
ムの一員として、意思決定階層の最上位から、もっとも
広い視野で自社全体を俯瞰できる立場で、自らの組織
を率いている。経理・財務部門の戦略が自社の成否を
左右することも少なくない。大手テクノロジー企業の
ある役員は、「今日のCFOの真の使命は、自社の価値創
造の最終的なオーナーであり、擁護者であることです」
と語っている。

CFOというユニークなプラットフォームは、さまざ
まな挑戦を求められている。自社の経営アジェンダの

策定を助け、投資家や資本市場と対話し、好調な財務パ
フォーマンスを維持し、そして、事業部門のリーダーの
パートナーとなり彼らの事業運営を支えなくてはなら
ない。CFOはさらに、経理・財務部門の中核業務であ
る、監査、規制対応、リスクマネジメントも監督しなけ
ればならない。

これほど広い任務を負って新たに就任したCFOが、
組織に対して自分の影響力を及ぼすこと、そして自ら
の野心や目標に沿う形に経理・財務部門をつくり変え
ることに懸命になるのも無理はない。CFOの多くは
あらゆることに一度に取り組もうとする罠に陥り、さ
まざまな改善に同時に取り掛かろうとする。しかし、
それにより手が回らなくなることが往々にしてある。
目に見える価値を生み出し、コストの正当性を証明す
ることが困難になってしまう。

取り組み範囲の広さは、CFOの在任期間に影響を与
えているようだ。BCGの分析によると、大手企業の
CFOの約10％は就任後1年以内に、そして、50％以上
が、5年以内に職を辞している（図表1）。在任期間が
短いと、CFOは自社や業界、またそれらに影響を及ぼ
すトレンドについて十分に理解するのが難しくなる。
その結果、CFOは組織に意味のあるインパクトをもた
らすことや、望ましいレガシーを残すことができなく
なる。

CFOとしての役割を確実に、持続的に果たすため
に、新任CFOはどのように基盤作りをすべきだろうか。
端的に言えば、新任CFOは就任後、まずは実行のスピー
ドよりも綿密なプラン作りを優先すべきである。つま
り、最初の90日間を活用して、良好な人間関係を築き、
現在のパフォーマンスを把握し、実行アジェンダの指
針となるビジョンを策定するのだ。

CFO就任　最初の「90日」

Hardik Sheth， James Tucker, Sebastian Stange, Alexander Roos,
Juliet Grabowski, Anand Veeraraghavan
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在任中のCFO2015年に
就任したCFO

202020192016 2017 2018

退任したCFOの割合

9.3%
9.3%100%

10.3%
15.0%

7.5%
48.6%

CFOの約10％が
就任後1年で離職

図表 1　在任期間が 5年未満の CFOは多い

注： S&P500、FTSE100、Euronext100を構成する700社を評価。ただし暫定CFOは除く

出所： ボストン コンサルティング グループ分析

基本から始める

最初の一歩として、新任CFOにとってきわめて重要
なのが、3つの領域における自社の財務の健全性を評
価することだ。

･  キャッシュフロー　自社に至急解決しなければなら
ない流動性の問題がないことを確認する。

･  会計処理　監査法人のリードパートナーと協力し
て、早急に対応すべき法規制や会計処理上の課題が
ないことを確認する。

･  監査　自社の監査委員会との協働により、監査や内
部統制、サイバーセキュリティに関する実務を見直
し、喫緊の課題を明らかにする。

何らかの課題が明らかになった場合は先行して対
応することで、CFOはこれらの課題に忙殺されて他の
優先事項が犠牲になることを防げる。

主なステークホルダーと会って話すことも重要で
ある。CFOは最初の2週間で直属の部下全員と、また
最初の4週間以内にすべての経営幹部、そして社外の
主要ステークホルダー（投資家、監査法人と税理士法人
のリードパートナーなど）との一対一の面談を設定す
べきだ。面談の目的は、各ステークホルダーのもっと
も差し迫った懸念事項と、彼らが組織の何を変えたい
と――あるいは変えたくないと――考えているかを特
定し、理解することである。

また、新任CFOが新たな役割にスムーズに移行でき
るよう手助けするメンターの存在は有益だ。理想的な
メンターは、社外にいてその企業や業界についてよく
知る人物である。メンターは人間本位の考え方を持
ち、新任CFOが活用できる豊富な経験を有していなけ
ればならない。「社外に頼れるメンターがいればどれ
ほどよかったか」と、ある中堅食品会社のCFOは述懐
する。「トップは孤独で、やるべきことのほとんどが初
めて経験することでした」



現代のCFOは、
持続的な価値と
インパクトを創出する
「プラットフォーム」の
役割を担う。
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A社＝42.9

他業界の財務・経理部門
A社

同業界の財務・経理部門

中央値＝57
平均値＝56

上位 25%＝65

下位 25%＝49

経理・財務部門のパフォーマンス比較経理・財務部門の強みと課題を９つの分野で
企業間で比較

企業戦略
への貢献

財務
戦略

戦略
体制

オペレーション

経理・財務
IT

経理・財務
組織

バリュー
マネジメント

リスク・
トレジャリー・

税務

企画立案、
予算編成、
予測

ビジネス
インテリ
ジェンス
と業績管理

会計

課題あり 先進的改善中

経理・財務

図表 2　CFOは経理・財務部門のパフォーマンスをベンチマークすべき

注：  BCGのCFOエクセレンス・インデックスは、経理財務部門の戦略、体制、オペレーションに関する企業のパフォーマンスを0から100の間で評価したインデッ
クス。上位25%の企業は、65点以上のスコアを獲得している。このデータベースに登録されている企業数は220社超

出所： BCG CFOエクセレンス・インデックス

90日プランを遂行する

有効な90日プランは、経理・財務部門についてよく
理解することに始まり、進化に向けた努力の指針とな
る「ノーススター（北極星）」のようなビジョンを確立
し、そのビジョンを実現するためのロードマップの策
定をもって完了する。

経理・財務部門の現在のパフォーマンスを評価する
新任CFOは、経理・財務の組織とその強みや弱みを

客観的に把握する必要がある。そうすることで、CFO
は1年目の残りの期間に取り組むアジェンダを設定
し、経理・財務部門がさらなる価値や信頼性を示せる領
域に優先的に取り組める。

新任CFOは、全社組織のなかで経理・財務部門がど
のように認知されているかを理解し、あるべき姿の方
向性を定めることをめざすべきだ。

主な課題は以下の通りである。

･  各事業部門と経理・財務部門との協力や連携の
レベル。

･  経理・財務部門の提供価値。

･  ビジネスリーダーは意思決定をする前に経理・財務
のリーダーに相談しているか、それとも意思決定を
した後に知らせているだけか。

･  他部門は経理・財務部門を非効率的で官僚的と見な
しているか。

CFOは、自社の経理・財務部門のパフォーマンスをベ
ンチマークと比較して評価する必要がある（ここでは
「ベンチマーク」を、「同程度の規模と複雑さを有する他
社の経理・財務部門」と定義する）。たとえば、BCGの
CFOエクセレンス・インデックスでは、経理・財務部門の
パフォーマンスを、9つの分野にわたって業界内や他業
界のベンチマークに対して比較評価している（図表2）。



5 未来に向けたトランジション

評価結果は、取り組むべき課題と競争優位性の源泉を
特定するのに役立つ。自社の経理・財務部門の現在の
パフォーマンスと、上位25％企業も含めたベンチマー
クとの差分を浮き彫りにすることで、どのような改善
機会があるかを明らかにすることができる。

CFOはまた、人員数やコストについても自社の経
理・財務部門とベンチマークを比較すべきだ。これに
より、現時点でコスト効率の面で後れを取っている部
署や機能領域を明らかにできる。BCGのCFOエクセ
レンス・インデックスのデータベースを分析すると、
もっとも優れた経理・財務部門の総コストは、常に売上
の0.3％から1.0％の範囲にあることが分かる（図表3）。

経理・財務部門の評価できわめて重要な要素は、包
括的な視点から人材や能力、スキルをとらえることだ。
どの機能領域でも、パフォーマンスが低いのは、その領
域の専門知識の不足に起因している可能性がある。

新任CFOには、経理・財務部門のあらゆるレベルの
社員と十分な時間をかけて交流していくことも必要で
ある。これによりCFOは、社員の仕事のやり方や最大
の関心事、キャリアの方向性や希望に関する情報を
ベースにした見解を持てるようになる。同様に大切な
のは、社員たちが、経理・財務部門内の誰をトップリー

ダーと見なしているのか、すなわち、厳しい状況下で誰
を頼りにし、誰のアドバイスを尊重し、それに従って行
動しているか、を把握することだ。

経理・財務部門の評価を進める一方で、CFOは将来
に向けたビジョンについて考えなければならない。こ
のビジョンは、次のような問いに答えることで徐々に
浮き彫りになっていく。

･  どれがもっとも重要なイノベーションのホットス
ポットか。どこを積極的に変えるべきか。

･  誰が新しいアイデアを持っているのか。どのアイデ
アが実行され、どれが途中で頓挫しているか、また
それはなぜか。

･  どのチームが事業部門との連携の最前線にいる
のか。

･  どのプロセスや活動がデジタル化されているか。
どこがさらなるテクノロジー活用を必要としている
か。

･  どの人材が組織の未来を左右するか。誰が経理・
財務部門を率いるリーダーシップチームの一員にな
るべきか。

適切な目標を設定するために必要な要素

インパクト

下位4分の1

上位4分の1

2.3%

0.3%

中央値

30

130

経理・財務
部門のコスト
（対売上高）

本社経理・財務部門の
FTE数

（売上高10億ドル当たり）

80

1.0%

• 売上高
• ファイナンス機能の有効性
（CFOエクセレンス・インデックス・スコア）

• 集中化の度合い
• 組織の複雑さ
（事業部門、事業を展開する国、ERPシステムの数）

• シェアードサービスセンターの数
• 業種タイプ

図表 3　トップパフォーマーのファイナンス機能は高効率

注：  FTE = フルタイム当量(要員数)、ERP = 基幹システム　(Enterprise Resource Planning)

出所： BCG CFO エクセレンス・インデックス・データベース
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CFOのビジョンを定める
新任CFOが就任1年目に、そしてその先も成功するた

めには、達成しようとする目標と、自らのリーダーシッ
プの下で築いていく経理・財務部門の姿について、明確
な見通しを持たなくてはならない。ビジョンを構築す
ることは、CFOが自社内で経理・財務部門が担うべき役
割についてじっくりと考えていくうえでの助けとなる。
ビジョンには、価値創造においてCFOが担うべき主な役
割が網羅されていなければならない（コラム「CFOはど
のように価値を創造するのか」をご参照ください）。

また、ビジョンは野心的であるだけでなく、定めた時間
軸で達成可能なものでなければならない。ビジョンは、自
社の戦略策定や、その戦略に基づいた事業・財務活動を通
じてCFO自身が推進する価値創造への熱意を決定づける
ものとなる。さらには、経理・財務部門の仕事の進め方や
権限委譲のレベル、協働モデル、経理・財務人材のキャリ
アパスの確立にも役に立つ。そのうえで、CFO自身がな
りたいと願うリーダー像を反映するものであるべきだ。

1　おおむね 1980～ 94年に生まれた世代

また、ビジョンの策定では、効果的、かつ効率的な経
理・財務部門にするためにCFOが取り入れるべき主要な
イネーブラーを考慮する必要がある。イネーブラーの
一例として、デジタルツール、アジャイルなチーム、特定
の役割についてのよく練られた評価基準、あるいは組織
構造のフラット化などが挙げられる。

新たなテクノロジーやミレニアル世代 1の登場で職場
が変貌しつつあるなかで、企業はアジャイルな働き方、
コミュニケーション、デジタルコラボレーションのやり
方を新たな規範として取り入れている。経理・財務部門
の人材やカルチャーについてのビジョンを定める際に、
新任CFOは、そのビジョンが未来の環境に適したものに
なるように、変化する規範に自身の計画を適応させる必
要がある。

ビジョンは最終的に、戦略上の優先事項の達成に向け
て経理・財務部門の意欲を高め、団結を導くものになる
よう整理し、伝えなくてはならない。ビジョンの共有に
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よって、部門内に業務上の協力や価値提供のカル
チャーが育まれるとともに、ばらばらになっていた
チーム間の協力が深まり、共通言語が構築されていく。
一連の野心的な目標を通して社員の意欲が高まり、経
理・財務部門でのキャリアパスやキャリア上の機会に
ついての見通しを与えられるようになる。さらに、経
理・財務部門が組織の他部門に向けて行う価値提案が
一層説得力のあるものになる。

全社戦略の遂行に向けた優先事項を決める
新任CFOは、組織に最大の価値を生み出す取り組み

に焦点を合わせ、経理・財務部門にとっての最優先事項
を決める必要がある。これらの優先事項は、これから
の経理・財務部門のあるべき姿を描くビジョンの土台
を形づくり、CFOが着任した最初の年だけでなく、そ
れ以降も長期的に影響を及ぼし続けることになる。

優先事項を定める第一歩として、新任CFOは他のC
レベル役員や取締役会と協力し、何を期待し、何が望ま
しい成果なのかという点で合意を形成する必要があ
る。CFOは、たとえば経理・財務部門の刷新や、新しい
アイデアや働き方の導入といった特定の目的を達成す
るために招聘されることが多い。こうした期待や望ま
しい成果を、経理・財務部門のアジェンダを設定する際
に考慮しなければならない。

CFOの優先事項を決定するうえでは、自社の現在の
業績も重要な要素だ。事業の再生、再構築に取り組ん
でいる企業では、CFOは投資管理や持続可能なコスト
削減、効率を重視する必要がある。事業環境は安定し
ているものの停滞状態にあるのであれば、CFOは新し
い成長機会の探索と追求を推進しなければならない。
競争の激しい業界で大きく成長中の企業であれば、
CFOは新たな資金を調達し、資本構成を最適化し、IR
活動を指揮し、金融機関と手を結ばなくてはならない。

Cレベル役員や取締役会との関係の土台を築く
最初の90日間に良い関係を築くことには、価値を提

供すること以上の値打ちがある。CFOが経理・財務部
門をうまく運営していくには、他のCレベルリーダー
や取締役会を巻き込む必要があるのだ。

新任CFOは、自らが事業を理解しており、業界の動
向についても十分な情報に基づく見解を持っているこ
とを迅速に示さなければならない。そして、信頼を得
たうえで、CEOや取締役会と協力して全体的な企業戦
略に対する足並みを揃え、目標達成に向けた計画を共
同で策定する必要がある。

この最初の協働は、新任CFOにとってきわめて重要
な瞬間であり、これにより将来の協働の在り方が定ま
ることも多い。新任CFOは自分に何ができるのかを
明らかにしなければならない。すなわち、独自の価値
提案により、組織に欠かせない存在であることを証明
するのだ。たとえば、社外から採用された新任のCFO
は、斬新な視点をもたらし、画期的なソリューションを
提案し、現状に挑戦することができる。対照的に、社内
から抜擢された新任CFOは、地に足の着いた視点を示
し、リアリティチェックを行うことで、戦略的意思決定
を精緻化し、強化することができる。

堅固な関係性を築くには、組織の目標達成に前向き
に協力する意思を示すことが何より重要だ。就任初
日から価値創出へのコミットメントを示すことで、新
任CFOは、組織の戦略達成に向けて共同で取り組むべ
き信頼できる仲間としての確実な地位を築くことが
できる。

新任CFOが信頼を築くうえで、組織で現在行われて
いる成長への取り組みを支援するのは良いやり方だ。
CFOは組織全体にわたる変革の取り組みが生み出す
価値をより大きくできる立場にある。なぜなら、経理・
財務部門の業務範囲は広く、組織全体と関わるからで
ある。

投資家から見て説得力のあるストーリーを描く
戦略を主導し、企業財務を預かる立場であるCFOは

IR活動においても重要な役割を果たすことになる。
したがって、自社の株主のプロフィールや株主の期待
を十分に理解することが、最初の90日間の優先事項の
１つになる。新任CFOは投資家の声にしっかり耳を
傾け、自社に対する彼らの認識を理解するとともに、パ
フォーマンスの向上のカギとなるファンダメンタルズ
を特定しておく必要がある。こうした知見は、投資家



BOSTON CONSULTING GROUP 8

の心をとらえ、安心感を醸成するやり方で自社のエク
イティストーリー、配当戦略、社会的価値を伝える取り
組みの下支えとなる。

CFOの役割には、取引銀行や金融機関との関係構築
も含まれる。これは、自社の信用格付を維持し、改善す
るのと同時に、資本構成の最適化と成長投資のための
有利な資金調達を確保することが目的となる。

ビジョン実現に向けたロードマップを策定する
現在の状況から経理・財務部門の将来ビジョンの実

現に向けて前進するために、新任CFOは変革のロード
マップを策定する必要がある。このロードマップで
は、変革1年目、およびその後の2～4年間の優先事項
を設定する。経理・財務部門を主導するチームと協働
してロードマップを策定することで、チームを巻き込
み、一丸となって推進できる。

ロードマップに盛り込むアジェンダについては、そ
れぞれ目標とする創出価値を明確にし、CFOは実行段
階においてねらった価値が実現できているかを常に監
視しなければならない。ロードマップには、短期間で
成果を刈り取れる取り組みも複数含めるようにして、
1年目に価値が実現できたか、プラスの影響があった
かを実証できるようにしておく。こうした取り組みの
実行に適した人材を選ぶことが、ここではきわめて重
要となる。

包括的なロードマップを策定するために、CFOは起
こりうる障害や制約を考慮し、それらに対応するため
の計画を立てておかなければならない。たとえば、現
在の経理・財務組織が細分化されすぎていて、ビジョン
の達成に向けて効果的に協働できない場合、計画の実
行前に、まず指揮系統と責任を明確化する必要がある
かもしれない。時代遅れの ITアーキテクチャが業務
の妨げになっているなら、CFOは新しいデジタルツー
ルへの投資を考える必要があるだろう。

また新任CFOは、ビジョンを実現するのは人である
ことを認識しなければならない。経理・財務組織のあ
らゆるレベルの人材が、高い意欲を持ってロードマッ
プを実行するには、ビジョンを「自分ごと」と感じられ
るようにする必要がある。そのためには、ロードマッ
プのマイルストーンと、彼らのキャリアパスやインセ
ンティブ目標とが合致していることが必須となる。ど
のような戦略であれ、人の意識を変えるのに不可欠な
のは、一貫したコミュニケーション、そしてメッセージ
を高い頻度で繰り返し伝えることだ。

ロードマップが整ったら、1年目の残りの期間は価
値創出の実現に集中する。計画を実行に移すには、明
確なアジェンダの設定が必要になる。それについては
次の論考で詳しく論じていく。

――――――

新任のCFOは、現状に疑問を投げかけ、新たなアイ
デアを導入することで変化をもたらす役割を果たす。
しかし、そのようなアイデアから具体的な成果を生み
出すには、幅広い要素を含んだロードマップの策定と
アジェンダの優先順位づけが必要になる。「企業の価
値創出を支えるうえで、私たちがなすべきもっとも重
要なことは、優先事項のバランスを取ることです」と、
ある中堅消費財企業のCFOは述べている。「ポイント
は、偏見を持たずにあらゆる当事者の声に積極的に耳
を傾け、最終的には長期的な価値創出の視点から、さま
ざまな決定をよく検討することです」。就任後の最初
の90日間、CFOには、この重要な役割の基礎を築く
チャンスが与えられている。
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CFOは以下の4つの役割を通じて価値を創造する。

幹部との協働を通じた戦略構築　CFOは他のCレベ
ル幹部らと協力して全社戦略を構築し、組織全体が戦
略目標の達成に向かうよう後押しする。CFOは、検討
中の目標のリスクとメリットを評価し、財務面の
デューデリジェンスを実施することを通じて価値を
創造する。戦略策定におけるCFOの役割は、企業の戦
略や業績の評価にアナリストの視点を採り入れるこ
とであり、この点では、アクティビスト（物言う株主）
の役割と似通っている。デジタル戦略の策定におい
ても、CFOには果たすべき役割がある。テクノロジー
を活用してファイナンスを日常のオペレーションに
統合すれば、組織全体の知見と透明性を高めることが
可能になる。CFOは財務データを管理する立場から、
テクノロジーツールやダッシュボード、その他のデジ

タルアクセラレーターを活用して、事業部門との協力
や価値提供を向上させる最適な方法を考えなければ
ならない。

事業部門の強力なパートナー　CFOは、事業部門の目
標達成を支えながら、同時に事業部門がより高いレベ
ルの業績や成長を達成できるよう後押しする必要があ
る。成功する企業では、CFOと事業部門のリーダーが
戦略上の優先事項を調整し、コンプライアンス遵守を
徹底させ、費用効率を高め、事業の生産性を向上させる
責任を共同で担っている。

信頼されるカストディアン　CFOには、価値を実現し
純利益を向上させる義務があるが、これはTSR（トータ
ル・シェアホルダー・リターン、株主総利回り）やトータ
ル・ソサイエタル・インパクト（TSI）、つまり社会全体に

CFOはどのように価値を創造するのか
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原典：Your First 90 Days as CFO

与える価値などの指標で評価されることが多い。経理・
財務部門を率いるCFOは、自社への投資の魅力を伝え
るエクイティストーリーや投資家戦略の策定を主導す
る。またCFOのリーダーシップの下で、経理・財務部門
はファイナンス・リソースの管理や専門知識による付
加価値の創出の責務を担う。リスク管理もカストディ
アンとしての重要な業務の一つである。組織全体にわ
たるリスク要因の特定やリスクエクスポージャーの監視
もこれに含まれる。またCFOは、厳しい市場シナリオ
への対応や事業継続計画策定などにより、マクロ経済の
不確実性に積極的に対処する必要がある。

最高水準のファイナンス運営者　CFOは、経理・財務
部門が部門内で協力し合って社内の他部門に対する
責任を果たすことを保証しなければならない。その
ためには、柔軟性と説明責任のバランスが取れた組
織構造の構築、役割と責任の明確化、価値を生まない
活動を削減するためのプロセス合理化、CFOのビ
ジョン実現に向けた適切なスキルと人材の確保が必
要となる。

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2021/90-day-agenda-for-chief-financial-officers
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CFOが就任後の最初の1年に最優先で取り組むべき
ことは価値の実現だ。これを聞くと、CFOの主な役割
は他の最高責任者レベル（Cレベル）の経営幹部が主導
する価値創造を支えることだといまだに考えている人
は驚くかもしれない。だが時代は変わった。CFOの
役割は、経理・財務のオペレーションの範囲をはるかに
超え、戦略のかじ取りや財務ガバナンス、パフォーマン
スに関する知見の提供へと広がっている。

内部昇進での着任か、外部起用かにかかわらず、
CFOにとって最初の1年は自身のリーダーシップの下
で経理・財務部門の方向性を定める時期となる。成果
を早い時期に示せれば、投資家コミュニティや取締役
会だけでなく、組織全体に望ましいメッセージを伝え
られる。それにより、CFOのより長期の戦略や変革へ
の取り組みが実行しやすくなり、将来の成長への道が
開かれるのだ。

「CFO就任 最初の『90日』」では、新たに就任した
CFOが、就任後の90日間にビジョンを策定し、その実
現に向けたロードマップを策定する必要があること
を述べた。本稿では、実行段階に目を向け、1年目に優
先的に取り組むべきアジェンダの主な要素について
論じる。

就任1年目の6つの優先事項

1年目のアジェンダは、CFO自身の目標や部門全体
の課題に基づいて決定するべきだが、いずれのケース
でも以下に挙げる6つの最優先事項は必ず盛り込まな
ければならない。

価値創造、成長、資本配分
CFOは企業の戦略策定チームに不可欠なメンバー

として、投資計画や資金調達戦略の策定、長期的な成
長を最大化するための戦略的意思決定を助ける。
CFOが行うべきは、ポートフォリオマネジメントや投
資判断に関する戦略上の選択肢に優先順位をつける
ことだ。

「CFOの役割のなかで大きな部分を占めるのが、
ポートフォリオ分析と最適なリソース配分、つまり、新
しい取り組みのどれに資金を割り振るかを決めたり、
既存の製品ラインの廃止や売却が必要かどうかを判断
したりすることです」と、大手テクノロジー企業の
CFOは述べる。「財源は限られるので、どこに資金を
出し、どこへの資金提供をやめるのかを自社が正しく
選択できるようにすることがきわめて重要です」

優先順位づけの過程でCFOが最初にすべきなのは、
投資ポートフォリオ全体を戦略的視点から見直し、最
高経営責任者（CEO）に建設的な問いを投げかけるこ
とだ。すなわち、自社は成長に向けた投資ができてい
るか、持続的な競争優位性を確保していくために十分
な水準のROI（投資収益率）をあげられているか、事業
環境や経済のさまざまなシナリオに対して十分に準備
できているのか、といった問いである。

CFOは、投資に関する意思決定の場に必ず参加する
ようにしなければならない。そうした場に自らの席を
確保するためには、自身がそこでどのような価値を提
供できるかをひときわ明確にする必要がある。CFO
は経理・財務部門が投資を実行する前には必ずデュー
デリジェンスを行うという、資本配分に関する強固な
枠組みを構築することで、就任初日から価値を創出で
きる。この枠組みは、経理・財務部門が投資ポートフォ

CFO就任　最初の「1年」

Hardik Sheth， James Tucker, Sebastian Stange, Alexander Roos, 
Juliet Grabowski, Anand Veeraraghavan
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リオの在り方を問い直したり、あるいはポートフォリ
オを強化したりする際の基盤となる。効果的に資本を
配分するには、事業部門に投資利益に対する説明責任
を課すとともに、シナリオモデルを策定して投資の実
行可能性を評価する必要がある。

CFOは、イノベーションによる成長の推進でも重要
な役割を果たす。経理・財務部門は、費用対効果の分析
を行い、ビジネスケースの作成（投資対効果の検証）を
手助けし、財源を特定し、計画や予算を柔軟に修正でき
るようにすることで、イノベーションを支援できる。
「正しく実行できれば、社内のイノベーション推進に向
けた投資はCFOが繰り出せる武器のなかで企業価値
をもっとも大きく向上させられるものでしょう」と、中
堅消費財企業のCFOは語る。「なぜなら、利益をとも
なう自前での成長は将来のキャッシュフローを生み出
し、それを新しい投資機会に投入できる、という真の好
循環につながるからです」

事業部門との協働とパフォーマンスマネジメント
多くの企業でCFOは事業を陰で支える調整役と見

られている。対照的に、先進企業ではCFOと経理・財
務部門は、事業計画立案や事業分析、意思決定の場面で
事業部門と積極的に連携している。

新任CFOは最初の1年のうちに、パフォーマンスマ
ネジメントの枠組みを新たに構築するか、または既存
の枠組みを改良すべきだ。KPIベースの明確で透明性
の高い業績管理の枠組みがあれば、組織全体でさまざ
まな事業上の意思決定を経営の戦略的優先事項に沿っ
て行うことができる。

さらに、こうした枠組みにより、事業部門のパ
フォーマンスのモニター、得られた知見の報告、そして
組織全体の効率性向上に向けたポイントの特定、改善
が可能になる。新任CFOは、自社の重要な活動を評価
する際に新鮮な視点をもたらすことができる。新たな
アイデアを導入し、事業部門にコスト削減を要求する
こともできるだろう。体系的な社内ベンチマーキング
を実施し、社内の一部で行われているベストプラク
ティスを特定して、全社に広めることも可能だ。

部門間の協力を効果的に行うための土台を築くこ
とで、CFOは事業部門との協働関係を推進し、経理・財
務部門が意思決定にどう貢献できるかを明確に示せ
る。さらにCFOはこの土台を足場として、不確実性下
での計画策定や投資判断のサポート、シナリオモデル
構築を通じて、経理・財務部門がどう付加価値を提供で
きるかを示せる。

リーン財務オペレーション
CFOは最初の1年に、複雑で変化の激しいビジネス

要件に迅速に対応できる経理・財務部門の構築に取り
組むべきだ。事業部門とどの程度協力できるかは、あ
る程度は経理・財務部門の効率性や柔軟性のレベルに
左右される。

もっとも先進的な経理・財務部門はリーンで、プロ
セスや責任の整合性が取れており、業務の重複や付加
価値を生まない業務などの無駄が排除されている。こ
うした均整のとれた組織を構築するには、スタッフが
業務への明確な当事者意識を持つよう促し、適切な権
限や責任を付与し、継続的にプロセスを改善し続ける
カルチャーを醸成する必要がある。

CFOは特定の問題に対処したり、重要なイニシアチ
ブを推進したりするタスクフォースを立ち上げること
で経理・財務部門の柔軟性を高めることもできる。部
門横断的なタスクフォースにより、経理・財務部門のス
タッフの事業に対する理解が深まり、それがより良い
協働の実現や、事業部門との協業の促進につながる。
タスクフォースを通じて、CFOは自身の変革ロード
マップの取り組みを迅速に開始し、実行することもで
きる。

CFOは、自身が重大な障害または課題だと考える2
つか3つのプロセスや領域を特定し、その最適化を就
任1年目の目標とするべきだ。こうしたペインポイン
トを解決しておくことは、将来、効率化をめざして大規
模な変革を行うための下準備として役に立つ。BCG
の経験によれば、組織の設計を見直し、プロセスを最適
化することで、企業は15～40％のコスト削減を達成
できる。



部門間の協力を効果的に行うための
土台を築くことで、
CFOは事業部門との協働関係を推進し、
経理・財務部門が意思決定に
どう貢献できるかを明確に示せる。
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デジタル化、データ、分析
新任CFOは、経理・財務部門、ひいては会社全体をス

マート化・効率化し、競争力を高めるために適切な自
動化、AI、分析ソリューションを評価し、導入する必要
がある。

リーンな経理・財務部門は、デジタルツールを使っ
てプロセスの自動化や統制の強化、情報システムの統
合を行うことで、効率性を大幅に向上できる。さらに、
データ分析能力の改善にもデジタルツールを利用すれ
ば、筋肉質化の効果をさらに高めることができる。

デジタル化のメリットを手にするためには、CFOは
経理・財務部門のスタッフがデジタル環境の進化に適
応できるように手助けしなければならない。これから
の労働力は人間とロボット（Bot）の混成隊になる。デ
ジタルの労働力を利用して処理系の業務を自動化すれ
ば、それらの業務から解放された人材を、付加価値をも
たらす他の業務、たとえば分析や、知見の導出、意思決
定などの活動に集中させることができる。

AIやアナリティクスの活用を徐々に拡大すること
で、経理・財務部門は全体の要員数（FTE、フルタイム当
量）を減らしながら能力を拡張できる（図表）。反復的
で標準的な業務を行うFTEの割合を圧縮しながら、専
門的な業務や戦略立案を行う人材の割合を拡大させ
る。シェアードサービスセンター（SSC）の業務量は増
加するが、新しい業務はほとんどが自動化されている
ため、SSCにおけるFTE数はほぼ一定に保たれる。

さらにデジタル化により、組織全体にわたって透明
性が高まり、情報が滞りなく共有できるようになる。
CFOはデジタルツールを活用し、市場分析やインテリ
ジェント予測、キャッシュフローモデリング、意思決定
に基づくシミュレーション、シナリオ分析などを行う
ことで、事業部門との協力や価値の実現を拡大できる。

概念実証（PoC）のパイロットとMVP（Minimum vi-
able Products、実用最小限の製品）を用いると、6カ月
以内にデジタルアプリケーションの価値を実証でき
る。BCGの経験によれば、デジタルファイナンスツー
ルは、改良したのちにスケールアップすれば、約30％
のコスト削減を可能にする。

要員数
(FTE)

経理・財務部門の分析能力を強化することで、事業
部門と協働し、事業部門の意思決定について議論し、
疑問を呈せるようになる

反復的・標準的な業務の量が大幅に減少

データ管理支援の提供を含む、自動化による大量処理
プロセスを通じた大規模オペレーション

財務の専門業務と
戦略立案

財務計画の立案、
報告、調整 

シェアード
サービスセンター

新しいAIと
分析ソリューション

現在 将来

自動化と
セルフサービス化

自動化による標準化と
一元化の推進

要員数

図表　デジタル化により付加価値の高い活動に集中できる

注：  FTE = フルタイム当量

出所： ボストン コンサルティング グループ分析
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リスクマネジメント
CFOは自社のリスクと世評に対する責任を他の経

営幹部と共同で担っている。これはCFOの受託者責
任（スチュワードシップ）の重要な側面である。「CFO
には、リスクと報酬のバランスを適切に取ることへの
心構えと適性が必要です」と語るのは、大手メディア企
業のCFOだ。「成長にはリスクを取ること、すなわち
不確実性が不可欠ですが、私たちはデータの世界に生
きる財務のプロフェッショナルとして、リスクの抑制
に対する最終責任を負っています」

十分な情報を得ておくには、新任CFOは会社のリス
クエクスポージャーの把握に早めに着手する必要があ
る。その第一歩は、現行のリスク軽減計画を批判的な
目で見直し、リスク報告の正式な仕組みがなければ、作
ることだ。さらに、リスク環境は変化するので、CFO
は、アクティビストやサイバーセキュリティといった
潜在的なリスクの源を常に把握しておく必要がある。

また、CFOは会社に職務分掌や承認方針、重要性の
判断基準といった十分な財務ガバナンスと内部統制が
確立されているかどうかを判断しなくてはならない。
「基本的には、強力な統制は企業が立脚する強固な基盤
として最低限必要なものです」と、大手消費財企業の
CFOは説明する。「組織に盤石な統制環境を整える責
任は、多くの場合、経理・財務チームが担うことになっ
ています。そして、その価値は高く評価されています」

さらにCFOは、自社の戦略的決定やアクションに関
する対外発表に内在するリスクにも気を配らなければ
ならない。こうした発表はすべて、対外的に通知する
前に厳しい内部審査を通る必要がある。株主や債権
者、金融機関、規制当局、環境・サステナビリティの関連
団体、一般社会からの想定外の反応や反発を防ぐこと
が重要になる。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、リス
クが具現化した際に危機管理においてCFOがどれほ
ど重要な役割を果たすかを浮き彫りにしている。CFO
は、流動性を管理し、サプライチェーン計画の立案を支
援し、起こり得る他の経済シナリオを分析して、会社が
危機を乗り越えるよう支えなければならない。危機に

より、投資家やアナリストの監視の目は一層厳しくな
る。CFOは、ステークホルダーを安心させ、信用格付
を維持し、株価の変動を避けるために、危機管理につい
ての情報発信を積極的に行わなければならない。同時
に、経営チーム全員と協力して、財務だけでなく、組織
全体の事業継続計画を策定する必要がある。

人材マネジメント
経理・財務部門の人材育成と組織能力向上は、CFO

のビジョンやロードマップの成否に直接影響する。な
ぜならCFOのアジェンダを実行するのは部門のスタッ
フ一人ひとりだからだ。最初の1年は、人材戦略を立
てるのに最適な時期である。

人材戦略の策定にあたっては、ビジョンを実現する
うえで経理・財務部門にどのスキルが新たに必要とな
るのか、あるいはどのスキルを強化するべきなのかを
評価し、人材の教育やスキル向上を加速するイニシア
チブやプログラムを開始しなければならない。今日の
経理・財務部門には、資金管理、税負担の最適化、IR管
理、プロセスマイニング、データ分析などの専門スキル
が求められる。広がりつつある責任範囲に対応するた
めには、適切な人材を採用することで不足するスキル
ギャップを埋める必要があるかもしれない。「早期に
適切なチームを構築することです」と、大手保険会社の
CFOは助言する。「チームメンバーに求められるのは、
知的好奇心、責任感、意欲、協調性、そして会社を第一に
考える気持ちです」

CFOの人材育成アジェンダには、自身の後継者候補
や次世代の経理・財務リーダーの育成も入れておくべ
きだ。こうした活動を通じて、CFOは大きな潜在力を
持つ人材を常に探し、そうした人々を将来のリーダー
に育て上げるキャリアパスを構築するのだ。「適切な
チームがそろったら、次は、彼らの才能を高め、開花で
きるように時間をかけて支援します」と、大手テクノロ
ジー企業のCFOは語る。「組織の未来を担う次世代
リーダーの育成ほど重要な役割はありません」

人材戦略は固定的なものではなく、経理・財務部門
の構造やカルチャーに適応するように常に進化させな
ければならない。ミレニアル世代は職場に新しいアイ
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デアや働き方を持ち込み、経験を積んだＸ世代 2は、業
界や事業トレンドに関する豊富な専門知識を提供す
る。変化し、進化できる経理・財務部門にするために
は、全く異なるグループが協調して働けるカルチャー
を生み出すことが不可欠だ。さらにCFOは、イノベー
ションを促進し、部門内外との協働のカルチャーを醸成
するために、経理・財務部門内に多様な背景を持つ人々
がともに働く環境を作ることにも取り組む必要がある。

「責任は私が取る」

新任CFOは、現状に疑問を投げかけ、新たな視点と
革新的なソリューションを導入して、組織に変化をも
たらす役割を担う。しかし、アイデアを実現させ、具体
的な成果に結びつけるためには、広範囲にわたるロー
ドマップの策定とアジェンダの優先順位づけが必要に
なる。最初の1年間、CFOはたった一人で新たなビジョ
ンを推進することになるかもしれない。支持を広げる
には、信頼を醸成し、ビジョンの受容を促すようなやり

2　おおむね 1965～ 79年に生まれた世代

方で成功を示し、伝えることが不可欠だ。「私は、いく
つかの最重要課題を迅速に解決することで、信頼を築
き、CFOとしての影響力を広げていきました。それに
よって私の役割は、より楽しく、充実したものになりま
した」と、大手商業銀行のCFOは語る。「今、私は責任
を取る立場にあります」

本当に優れたリーダーは、最終的な責任を引き受け
ながらも、チームとともにその実行の道のりを歩む。
新任のCFOは経理・財務部門の内外に自身のビジョン
の支持者を作る必要がある。熱意を持った経理・財務
部門にビジョンを委ねれば、成果に対する当事者意識が
高まり、変革実現に協力してくれる仲間を生み出せる。

もちろん、どの計画も固定的ではなく、成功するか
どうかは新任CFOが変化する市場のシナリオや文化
的背景にどれほど適応できるかに大きく依存している。
1年目に構築する人脈はきわめて重要だ。なぜならそ
れは、新任のCFOが戦略上の選択肢を考え、アプロー
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チやリーダーシップのスタイルについて意見を求める
拠り所となるからである。

――――――

新任CFOが着任する組織が成功のただなかにある
か、差し迫った変革を必要としているのかにかかわら
ず、1年目のアジェンダは、未来へ向かう企業のかじ取
りを経理・財務部門がいかに支えていくかを決定づけ
るものとなる。すなわち最初の1年は、CFOが自身の
名前を刻み、成功を示すうえできわめて重要な時期な
のだ。その役割には多くの難題が伴うが、新任のCFO
は、ビジネスパートナー、自社とそのステークホル
ダー、そして社会に価値を提供するという、もっとも重
要な目標を決して見失ってはならない。
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