
デジタル時代における
CFOと財務部門のあり方とは？

デジタルイノベーションを推進する「橋渡し役」
　デジタル化やグローバル化の進展によってビジネスへの取り組みが激変するなか、CFOや財務
部門に求められる役割も大きく変化している。決算の早期化、会計業務の効率化、部門間連携や
経営の見える化だけでなく、経営陣の意思決定の支援を行う戦略部門としての重要な役割も必要
となっている。では、「戦略部門」としてどのように変革していくべきなのか。ここでは、「エコノミ
スト・インテリジェンス・ユニット（EIU」のエディターである近藤奈香氏がEIUのグローバル調査
から、これからのCFOと財務部門のあり方を展望する。

エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（EIU）の調査レポートから読み解く

財務部門は
課題を好機に変えることができる

　デジタルテクノロジーがビジネスイノベー

ションの根幹を支えるようになってきた。

ビジネスのあり方が大きく変化し、CFOや

財務部門の役割も大きく変わってきている。

そんななか英エコノミスト誌の調査部門「エ

コノミスト・インテリジェンス・ユニット

（EIU）」が、財務部門などを担当する19人

の企業幹部へのインタビューとアンケート

調査を実施した。

　デジタル化によってビジネスはどんな課

題を抱えているのか、今後CFOと財務部

門はどのような役割を担っていくべきなのか。

調査を実施したEIUエディターの近藤奈香

氏は「データを活用して、会社全体に付加

価値のある情報を常に提供することがポイ

ントです」と指摘する。

あつかってきた指標はフォードのモデルT

の目盛盤だとすると、現在の指標はA380

旅客機のダッシュボードの一部のようだ」

と。さまざまな経営情報を適切に見て判断

するのはCFOや財務部門にしかできない

ということだ。

CFOや財務部門に期待される
「6つの役割」

　近藤氏は、CFOへのインタビュー調査

で明らかになったCFOや財務部門の役割

は大きく6つに整理できるという。

　1つめは「CFOはデジタル化に対応する

よう事業部門を促す必要があること」だ。

CFOに求められている大きな役割は、社

内のデジタル化のベスト・プラクティスを

見極め、事業部門に普及させること。「こ

れはデジタルテクノロジーとデジタルイノベー

ションの知識を十分に持ったうえで社内の

デジタル化ベストプラクティスを見極める

ことです」と近藤氏は説明する。

　2つめは「財務部門はデータ所有権に関

する規則の変更に適応する必要があること」

だ。現在は、多くの企業がデータの所有

権を分散管理するモデルへ移行している。

例えば、業務系データを事業部門が管理

するケースが増えてきた。そのため財務部

門は、報告書の作成やコンプライアンスを

　近藤氏はまず、今日の経営環境の変化

と企業が直面する課題について「これまで

製品として販売されていたものがサービスと

して販売されるようになり、時間にかかわ

る前提が覆されました。数週間または数か

月かかっていた決定を数日、リアルタイム

で下すシーンも増えています」と説明する。

ビジネスにスピードや俊敏性が求められる

ようになり、いかにリソースを集約して適応

していくかが問われるようになってきたのだ。

　近藤氏は「こうした状況は財務部門にとっ

て課題ではありますが、チャンスでもあり

ます。なぜなら、企業の実状を正確に把握

している部門は財務部門をおいてほかにな

いからです。その立場を活用することで課

題を好機に変えることができます」と話し、

近藤氏がヒアリングしたオーストラリア4大

銀行の1つウエストパック（Westpac）銀

行でテクノロジー・変革業務担当CFOを

務めるレイチェル グライム

ス（Rachel Grimes）氏の

言葉を引用する。

　グライムス氏は、データ

を活用して付加価値を提

供するための取り組みを「自

動車のメーターパネルから

航空機のダッシュボードへ

の変化」になぞらえた。

すなわち「CFOが過去に
EIU エディター 近藤奈香氏



確保するために他部門のデータにアクセス

する必要がある。サイロ化されたデータに

アクセスし、可視化し、最終的かつ検証

可能なデータの保存場所を確保することが

求められる。

　3つめは「デジタル化のメトリクスを構築

すること」だ。現在ほとんどの企業は、デー

タやアルゴリズムといった新しい「デジタ

ル資産」の価値を、貸借対照表上にうま

く位置付けられないままだ。どのような算

定基準で価値を見積もっていくかは財務部

門に課せられた課題だ。

　4つめは「事業部門からのサポートや理

解を得ること」だ。財務担当幹部は、他

の事業部門と連携し、新たな重要業績評

価指標（KPI）やデジタル化のメトリクス

の構築に取り組むことになる。その際には、

既存のKPIの妥当性を確認する必要があり、

こうした作業の中では、各事業部門と協力

して、業績データや業務系データを解析す

る必要がある。

　5つめは「アドバイザリ機能の提供」だ。

RPAやAIなどの先進テクノロジーにより、

財務プロセスの多くが自動化され始めてい

る。財務部門は、自動化によって創出され

た時間を使って、より付加価値の高いアド

バイザリ機能を構築することが求められて

いる。

　6つめは「AIや機械学習、ブロックチェー

ンなどへの積極的な対応と社内への普及」

だ。財務部門が他部門に先んじて先進テ

クノロジーを導入することで、会社全体に

対して、これらテクノロジーの活用方法を

指導する立場になる。

 

これからのCFOが備えるべき
スキルと資質

　これら6つの役割をこなすことは、CFO

が「変革の仲介者」になることを意味して

いる。ただし、CFOだけで変革すること

は難しい。社内のさまざまな役職のキーパー

ソンと連携しながら、変革を支えていくこ

とが求められる。そのうえで近藤氏は、

ではない。財務部門はテクノロジー支出を

検討する方法を変え、デジタル投資に対し

てもビジネス価値に基づいてプロジェクト

の優先順位付けを行うべきだ」と述べたと

いう。

最大の課題となるのは
「デジタル化の測定」

　近藤氏によると、実際に新しい取り組み

を進める財務部門は着実に増えているとい

う。スペインの多国籍銀行グループ、ビル

バ オ・ビスカヤ・アル ヘンタリア 銀 行

（BBVA）では、プロジェクトの最優先順

位付けを行ううえで、単一開発スケジュール

（SDA）を作成し、すべての主要投資プロ

ジェクトを単一のポートフォリオで把握して

いる。CFOとほかの経営陣はこのポートフォ

リオを四半期ごとに見直し、投資の再割り

当てなどを相談する。CFOのハイメ サエ

ン ス テ ハ ダ（Jaime Saenz de Tejada）

氏は「デジタル・プロジェクトとデジタル以

外のプロジェクトの差は紙一重です。デジ

タル・プロジェクトは私たちの活動すべて

に影響を及ぼします」と話している。

　とはいえ、取り組みは簡単な道のりでは

ない。近藤氏によると「最大の課題はデジ

タル化の測定」だという。

　「CFOにデジタル化における最も大きな

課題は何かと尋ねて『メトリクスの構築』

CFOに役割をまっとうするうえで重要にな

るスキルや資質として「社内のデジタル化

のベストプラクティスの特定」「テクノロジー

の『誇大広告』を見破り、ビジネス目標に

集中できるようにする力」「テクノロジー支

出の再検討」を挙げる。

　これらはCIOのスキルとも言えそうだが、

近藤氏によると、CFOも財務という観点

からこれらスキルを身につけていくことが

求められるという。

　「CFOはテクノロジー分野のさまざまな

専門知識を社内に構築、または情報を提

供することがこれまで以上に求められてい

ます。クラウドコンピューティング、AI、

機械学習、ロボット工学、仮想ネットワーク、

アジャイルソフトウェア開発、APIなどが

そのような領域として挙げられます。CFO

にとってさらに重要なのは、新製品の構築

や顧客体験の向上、新たな効率性の発見、

市場投入までの時間短縮にテクノロジーが

どのように活用されているのか、また、ど

のような要素がそうしたプロジェクトのROI

（投資利益率）に影響を及ぼしているのか

についての知識を備えることです。こうし

たベストプラクティスに対する知識を蓄え

ることでCFOの強みは増します」（近藤氏）

　実際、テムズ・ウォーターの最高デジタ

ル責任者であるジョン ボーモント（John 

Beaumont）氏は「ビジネス事例が積み上

げられていることを確認するだけでは十分
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という回答が多く得られています。適切な

メトリクスを一式構築したうえで、財務や

さまざまな業務での使用状況を監視し、

測定しているとはっきり主張できるような

CFOはグローバルレベルでもほとんどいま

せん」（近藤氏）

　そんななか注目できる事例がシンガポー

ルの大手銀行DBSだ。DBSでは、デジ

タル化によってもたらされた業務向上を数

字で示すという課題に直面した。この課題

を解決するために「デジタル価値把握モデ

ル」と呼ばれるメトリクスを3年かけて構築

し、デジタル顧客とデジタル以外の顧客に

関する損益（P&L）を個別計上するように

した。

　これは、他行や企業がデジタルに価値

を割り当てる際のモデルにもなった。CFO

の林淑慧（Chng Sok Hui）氏は「業務デー

タと財務データを結び付け、デジタル化に

よる財務利益を追跡できるようになったこ

とで、銀行としてデジタル化を促進する道

筋が格段に見えやすくなりました」と、そ

の効果を説明している。

セスとかなり密接に関連しているためです」

と近藤氏は指摘する。逆に、こうしたテク

ノロジーを採用しなければ、デジタル化か

ら乗り遅れるリスクもある。

　ロレアルグルーブの英国／アイルランド

消費財部門担当財務ディレクター、ジェー

ムズ オーペン（James Orpen）氏は「CFO

がビジネスの保護とリスクへの備えに注力

する際、最大のリスクの1つは、変化する

状況の中でデジタル化の波に取り残される

ことです」と述べている。

　そのうえで、近藤氏は、CFOと財務部

門に対し、次のようなアドバイスを贈る。

　「今できることに取り組んでください。例

えば、既存のKPIが現在も目的に適合して

いるかどうかを確認すること、企業や業界

を横断して事例を研究すること、自動化の

計画を立て自動化によってできた時間を戦

略的に活用すること。そして、データの民

主化に取り組むこと、学びをやめないこと、

デジタル知識と能力を他部門に知らせてい

くことなどです。もちろん、CFOと財務部

門の再優先事項は、ガバナンス、ビジネス・

リスク、財務実績を注視することです。そ

れを踏まえたうえで、デジタルイノベーショ

ンを推進する橋渡し役として、新しい役割

を担っていってほしいと思います」

「自動化」を軸に
財務部門の高度化を図る

　ではどのように財務部門の高度化を図っ

ていけばよいのか。取り組みのカギになる

のが「自動化」だ。

　「日本企業の財務部門では、手作業で処

理している反復的なトランザクションが数

多く残されています。例えば、請求書処理、

買掛金と売掛金、問い合わせ処理、現金

照合などです。これらを自動化することで、

多くのメリットが得られます」（近藤氏）

　自動化によって得られるのは、作業速度

の向上、ミスの低減、コストの削減、品

質の向上などだ。RPAのオンライントレー

ニングを提供するThe RPA Academyの

創始者、エドワード ブルックス（Edward 

Brooks）氏は近藤氏のインタビューに対し

「自動化はコスト削減やコンプライアンス

の強化はもちろん、それらをはるかに上回

る大きな利点をもたらします」と回答し、

自動化はこれからの経営に欠かせないこと

を強調したという。

　実際、財務部門による新しいテクノロジー

の採用傾向を見ても、AIやRPA、予測分

析、ブロックチェーンなどの採用は増えて

いる。「これらの技術はすべて、財務プロ
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本件に関するお問い合わせ先  0120-155-096
受付時間　月～金　9:00-12:00 ／ 13:00 -17:00

（祝日および年末年始休業日を除きます）

近藤氏は2015年2月にEIU初の日本人エディ
ターに就任


