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序文
Mark Loughridge
IBM上級副社長兼 CFO

相互に依存し合うグローバル・マーケットでは、新たなビジネス・

データの一貫性を確保し、より高い柔軟性、より迅速な月次決算

チャンスが常にもたらされ、IBM 自身においてもこうしたビジネス・

処理、各種分析とビジネス課題の考察に焦点を当てた処理を実現

チャンスを見出しています。

すると同時に、全体的な経理財務部門コストの削減を成し遂げ
ました。Global CFO Study 2008で提案されているように、

昨年、IBM 会長は、21世紀には多国籍企業に代わって定義され

私 たち 経 理 財 務 部 門 は、 単に過 去 の 財 務 デ ータを提 供 する

るのはグローバル・インテグレート・エンタープライズであるとの

“ テ ー ルライト ” の立場から、会社の今後の道筋を照らし出す

展 望を示しました。 こうした企 業 の 進 化によって、世 界 中から

“ ヘッドライト ” の立場へと変貌を遂げてきました。現在、私たち

適 切なコスト、適切な技能、および適切なビジネス環境に基づいた

の経理財務管理システムは、適切な情報と提言を提供することに

業務と機能に焦点を当てるという、革新的なビジネス・モデルの

よって、当社の運営を支援しています。たゆまぬ向上の精神の

形成が促進されています。こうした変化は経理財務部門にどの

もと、私たちは “IFO” への道を歩み続けています。

ような影響をもたらすでしょうか。 経理財務部門は、革新的な
ビジネス・モデルに単に対応するだけでなく、その実現を推進する

弊社のフィナンシャル・マネジメントのコンサルティング・サービス

柔軟性を持っているのでしょうか。

やマネージド・ビジネス・プロセス・サ ービスでは、IBM自身 の
経験を活用すると共に、我々の専門分野での経験を踏まえ、お客様

私 は、
IBMのGlobal CFO Study 2008で 提 示 さ れ て い る

が最大限に力を発揮できるように支援しています。弊社の1万人を

“Integrated Finance Organization
（IFO：統合された経理財務

超えるフィナンシャル・マネジメントの専門家は、お客様の持続的な

組織）
” 実現への道のりに強く共感しています。10年以上前、
IBM の

事業価値を特定し、創造し、実現できるように支援しています。

経理財務部門は、より効果的で効率的な組織の確立に着手しま
した。 当時のウォール・ストリートでは、IBM のビジネスを複数

この場をお借りして、この度の調査にご協力いただいた各CFO

の事業に分割することを求める声が強く、私たちはそれが誤りで

の 皆様および経理財務部門管理者の皆様に御礼申し上げます。

あることを証明するデータを必要としていました。しかし、そう

IBMでは、皆様からお寄せいただいた貴重なご意見を参考にして、

したデータを手に入れるのは容易ではありませんでした。各部門

お 客 様 の 発 展 により貢 献 で きるよう、努 力してま いりま す。

で測定基準に一貫性のないことが原因で、潜在的な相乗効果を

私 た ち は、今後も “IFO（統合された経理財務組織）” への道を

説 明することが、不可能ではないにしろ、困難なものとなっていま

皆様と共に歩み続けたいと願っております。

した。私たちは、“IFO” を目指す過程で、共通の勘定科目を導入し、
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相互に依存するグローバル・マーケットにおいて、CFOは組織を

です。常にさまざまなリスクにさらされているにもかかわらず、

適切に運営し、継続的に成長しつつ利益を上げてゆくことによって、

社 内に正規のリスク管理制度を何らかの形で備えていると回答

他社よりも成功することを求めています。変化に素早く対応し、

したのは、調査対象企業の約半数（52％）
に過ぎませんでした。

突発的なチャンスを確実につかみ、
リスクに柔軟に対応することが
必要だと考えています。多くのCFOは、各事業部門や各事業拠点に

CFOにとって、いったい何が重要なのでしょうか？ 答えは「すべて」

自身の経理財務活動を任せ、彼ら固有の基準や優先事項を許容し

です。企業の“グローバリゼーション”および蔓延するリスクは、

つつ、
これらを実現しようとしています。
しかし、
1,200名を超える

既に多くの課題を抱える経理財務部門にとって、さらなる負担に

CFOおよび経理財務部門の上級管理職を対象としたIBMの調査に

なっています。一番重要な課題は何かと問われたとき、多くの

よると、
この方法は誤ったアプローチであることがわかります。

CFOが優先順位を付けるのに悩みました。調査で挙げられた経理
財務活動のほとんどすべてが、“非常に重要な”活動に分類されたの

ビジネス・モデル、業務運営、およびリスクの影響についての

です。興味深いことですが、
この調査で最も重要度が低いと分類

再考察

された2つの項目、“リスク管理/軽減に対する支援（66％）”と、

“グローバル”という概念は、組織が複数の国にまたがって構築

“全体的な情報統合の推進（62％）”が、収益成長率や株価上昇率

されていたり、単に複数の国に存在しているという段階を超えて

で優良な企業とそうでない企業を差別化する要因となっています。

進 化しています。今日では、世界各地の資産が相互に依存する
ネットワークを構築し、
リソースを縦横無尽に活用して最適化でき

“ 企 業グ ル ープ 全 体 で の 情 報 統 合 ” を 促 進 する要 因とは 何 で

る能力を備えることが、“グローバル”な企業の要件になっています。

しょうか。IBMが行ったインタビューおよび統計分析では、企業

現在の企業組織構造（持ち株会社、分散管理された事業会社、統合

グループ全体にわたる共通データ定義、勘定科目の共通化、標準化

管理された事業会社など）
を見る限り、組織構造の違いによる収益

された共通の業務プロセス、およびグループ標準の義務付けが、

成長率や株価上昇率に大きな違いは見られません。

重要であると示されています。これら4つの要因を組み合わせて
経理財務組織を運営している企業は、7社につき1社以下でした。

そ れゆえ企 業は、グロー バ ル 市 場における存 在を有 利にする

これらの 要 因 は 、適 切 なガバ ナンスを 実 現 するために必要で

ために、
ビジネス・モデルの転換を図っています。企業が戦略的な

あり、“IFO（Integrated Finance Organization：統合された経理

転換を実現するには、その業務運営方法も変える必要があります。

財務組織）”の基盤となるものです。IFOは企業業績向上に貢献

ここで重要な問題となるのは、現行の経理財務管理モデルが、
こう

します。事実、IFOを実現した企業は同業他社の約 2 倍 の 収 益

した転換に単に対応するだけでなく、それを実現するために必要な

成 長 率を達 成していました。また、IF Oはリスクに対 する認識

柔軟性を備えているかどうかということです。

度 が高く、IFOを備えた企業ではリスクへの対応もより適 切に
行われていました。

さらなる事 実として、我々は紛れもなくリスクに満ちた世 界に
います。収益が50億ドルを超える企業の3社につき2社
（62％）
が、

優れたCFOは真実を提供し、リスク管理において

過去3年間に重大なリスクに遭遇しています。また、そのほぼ半分

中心的な役割を果たす

（42％）の企業が、そうしたリスクに対する十分な備えを整えて

“真実”を提供する。優れた業績を上げリスクを管理するには、真 実 の

いませんでした。
リスクは、財務上のリスクだけでなく、さまざまな

把握が重要になります。ここで言う“真実”とは、信頼できるデータに

形で発生します。発生するリスクの87％は、戦略的リスク、地政

基づき正確に企業業績を反映した実態のことです。共通したプロ

学的リスク、環境リスク、
オペレーショナル・リスク、
または法的リスク

セスとデータによって、
真実を伝えることができるのです。企業内で
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プロセスとデ ータを標 準 化 することにより、売 買 高 、総 収 入、

●

簡素化− 企業グループ・レベルでプロセスとデータを標準化

利益を、新しい切り口（顧客別、チャネル別、サプライヤー別など）、

することによって、業務と組織構造を簡素化する機会がより

または新しい次元で分析できるようになります。データの標準化

多く与えられます。IFOは、経理財務活動の全社展開および

によって、“粗利益の構成要素”などの重要な項目を、企業全体で

実 行を迅速化するために、構造的な障害を排除していきます。

共通して定義できるようになります。

さらに、テクノロジーと業務モデルを利用することで、変化する
ビジネス・モデルに適応する柔軟性を経理財務部門が持ちな

共通した定義が可能になれば、“この数値は正しいのか”という

がら、
グローバル・スタンダードを維持することができるのです。

議 論ではなく、“この数値に基づいて、
ビジネスの強化を図るには

このように、グローバル・プロセス・オーナーシップは、組織が

どうしたらよいか”という議論に進むことができます。これは日常的

変革を実現することを可能にします。

なデータ処理・伝票処理業務から分析業務への転換となるのです。
単なるデータが有益な情報になり、さらには提言力となります。

リスク管理 調査結果では、CFOがリスク管理で中心的な役割を

経理財務部門の立場は、従来の報告活動を主とする後追い的な

果たすことを企業が求めていると示されました。リスク管理には、

“テールライト”の立場から、企業の今後の道筋を照らし出す“ヘッド

取締役会レベルから中間管理者層までが組織的に対処する必要が

ライト”の立場へと進化するのです。

あります。企業は現在、企業グループ全体としてのリスク要因を
理解しようと苦心しています。リスクとリスクを冒すことによって

企業の“真実”提供の責任者として、CFOは、経営上の意思決定と

得られるものという単純な関係性から見れば、
すべての業績は本質

戦略的方向性の形成に貢献できます。“IFO（統合された経理財務

的にリスクを背負っています。リスクを管理する上で、CFOによる

組織）”のCFOは、このような“真実”との関係を理解しています。

“リスク管理の組織化”と“業績管理とリスク管理の連携”という、

IFOを備えた企業は規律を守りつつ新しい形の柔軟性と敏しょう

2つの活動が鍵となります。

性を身に付け、
さらに適切に組織され結合されることによって、
より
迅速に対応できるようになります。真実を伝えるためには、“プロ

●

リスク管理の組織化− CFOは、企業グループ全体のリスク

セス・オーナーシップによるグローバル・スタンダードの確立”と

要因を判断し、
リスク管理を指導する特別な立場にあります。

“業務の簡素化と組織構造合理化”という、
2つの活動が不可欠です。

“効果的なリスク管理”を行うCFOは、多くの場合、
リスク管理の
報告を直接受けます。1 また、“効率的な組織”では、多くの場合、

●

プロセス・オーナーシップによるグローバル・スタンダードの

リスク選好とリスク受容に対する意思決定に関して、取締役会

確 立− “プロセスの強制”や“プロセスへの参加”とは異なり、

レベルから中間管理者層に至る、
より強力なトップダウン方針が

グローバル・プロセス・オーナーシップは、組織的および文化的

存在しています。

な限 界や障 壁を克 服するために主 要な役 割を果たします。
全 社規 模でグローバ ル・プロセス・オー ナーシップを導 入し

●

業績管理とリスク管理の連携− “効率的な組織”では、業績

ている割合がIFOでは、非IFOに比べて3.5倍になっています。

ギャップを埋めるために、
リスク管理に積極的に取り組んでい

グロ ー バ ル・プロセス・オ ー ナ ーシップを 厳 守 する組 織 は 、

ます。“効率性に劣る組織”と比較すると、取締役会全体がより

企 業 グループ・レベルでプロセスとデータの改善を実施する

正式なリスク管理活動に携わっています。こうしたリスク管理

傾 向が強いのが特徴です。
グローバル・プロセス・オーナーシップ

活動では、
モニタリング、報告、
トレンド比較、評価ツールの利用、

の下では、一貫性のあるプロセス設計、および導入において、

予測分析、
リスク調整後予測、
プロセス・コントロールなどが行わ

責務と説明責任が明確になっています。

れます。
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調査方法と対象会社

IBM Global CFO Study 2008では、CFO や経理財務部門の

619回、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットによるオン

上級管理職が業績、
リスク、業務、およびガバナンスの問題にどの

ライン調査ツールでの調査が611回実施されました。また、
IBM

ような影響を受け、
どのように対処しているかを知るために、広範

ビジネス・バリュー・インスティテュートのアナリストが、収集された

な調査を実施しました。 調査では異なる経理財務管理モデルに

データを分析しました。最終的な調査報告は、IBMグローバル・

ついて CFO はどのような選択をしているのか、
また、
リスク管理に

ビジネス・サービスのフィナンシャル・マネジメント部門専門家、

おいて CFO はどのような役割を果たし有効に機能しているかに

IBMの経理財務部門の責任者、
ウォートン・スクールの教授2名、

ついて仮説を立て、焦点を当てた調査を行いました。

およびその他の外部の専門家によってまとめられ分析されました。
主な調査は2007年の春から夏にかけて実施され、最終的な分析

こ の 調 査 は、IBM 2003 Global CFO Survey、
IBM 2004 Global

作業は2007年秋に完了しました。図１は、調査に参加いただいた

CEO Study、IBM 2005 Human Capital Management Study、

企業の構成を示しています。

IBM Global 2005 CFO Study、IBM Global CEO Study 2006、
お よ び IBM Global Human Capital Management Study 2008

この報告書で使用する用語 “ アウトパフォーマー ” は、特定の財務

などと同様に、経営層の抱える課題に対する調査の一環として

測定基準において、少なくとも平均を上回る標準偏差を示した

実施されたものです。

この競争力の比較において、
調査対象企業を指します。2 つまり、
“ アウトパフォー マ ー ”は 上位50％に属 する調 査 対 象 企 業 で

1,200名を超えるCFOおよび経理財務部門の上級管理職を

あり、“ アンダーパフォーマー ” は下位 50％に属する調査対象企業

対象としたインタビューによる調査

であるということになります。

調査手法は、経理財務専門家、エコノミスト・インテリジェンス・
ユニット
（エコノミスト誌の調査部門）、
ウォートン・スクールの教授

私たちは、インタビュー回答結果の分析に加え、
この調査の対象

陣、
および各分野の専門家が参加した大規模なワークショップを

となった “ アウトパフォーマー ” と “ アンダーパフォーマー ” が採用

通じて構築されました。34項目の質問が作成され、79カ国に

した手法の違いについても解明したいと考えました。この分析を

おいて5つの主要な業種でさまざまな企業規模の会社の、
1,200

行うため、公開済み財務情報の利用が可能な企業をサンプル・

名を超えるCFOおよび経理財務部門の上級管理職を対象に実施

デ ータ・サブセットにして確認しました。5年間にわたる財務諸表

されました。

情報を検討することにより、収益および株価の面で平均的な年平均
成長率
（CAGR）を上回った企業と下回った企業を特定することが

IBM ビジネスコンサルティング サービスのフィナンシャル・マネ

できました。こうしたデータについては、企業の株価と関連する業界

ジメント部門コンサルタントによる、面談形式のインタビューが

の株価指数との相違を分析して、株価上昇率を標準化しました。
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図 1 CFO Study 2008 調査概要
地域別

収益別

アジア・太平洋地区
25％
アメリカ地区
43％

$200億より大きい
20％

業種別
$5億未満
11％

$5億から$10億
17％

$100億から$200億
9％

ヨーロッパ・
アフリカ・中近東
32％

流通業
24％

製造業
26％

$50億から$100億
11％

$10億から$50億
32％

回答者役割

リスク担当役員
8％

通信サービス
12％

公共
15％

金融業
23％

対象組織

取締役会 CEO
1％

事業部
13％

国
16％

部長/経理部長/財務部長
25％

CFO/CFO 補佐/役員
66％

世界規模
59％

地域
12％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

IBM のオンライン評価ツール
（http://www.ibm.com/gbs/2008cfostudy）を 使 用して、
お客様の企業の経理財務部門の状態をこのグローバル・データ・
セットと比較することができます。

7

ご協力いただいた皆様への謝辞

IBM 2008 Global CFO Studyは、数か月にわたった共同作業の成果です。IBM グローバル・ビジネス・サービスは、本調査を実施
するにあたりご協力いただいたすべての方々に、心より感謝いたしております。
●

貴重な時間を割いてこの調査にご協力いただき、貴重なご見識をご提供いただいた、世界各国、各地域の CFO および経理財務
部門の上級管理職の方々。

●

インタビューを実施した IBMグローバル・ビジネス・サービスのパートナーおよびIBMの顧客担当チーム。

●

世界各地、各地域において、
この調査を管理した IBMフィナンシャル・マネジメント部門の専門家およびリーダー。

●

インタビューの質問の作成に貢献していただき、結果に対するご意見を提供いただいたペンシルバニア大学ウォートン・スクール。

●

方法論の構築にあたって貴重なご指導をいただき、インタビューの質問の作成と回答の収集にご協力いただいたエコノミスト・
インテリジェンス・ユニット。

●
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方法論の構築を指導し、専門分野の知識を提供したIBMビジネス・バリュー・インスティテュート。

Integrated Finance Organization
（IFO：統合された経理財務組織）
が可能にするリスクと業績のバランス

セクション 1

セクション 1

CFOは、
より高リスクで統合が進んだ世界に
対応する力を備えているでしょうか？
「世界経済はかつてない規模と速度で統合を進めている・・・
今や世界の大半がこの流れに巻き込まれている」3
− 米国連邦準備銀行総裁、Ben Bernanke

「すべてが結合されたとき、最も優れた仕事をするところに
仕事が流れてゆく」4
− IBM 最高経営責任者、Sam Palmisano

統合の課題
つい10年ほど前まで、
“ グローバリゼーション ” の概念は、実際の
ビジネス上の課題としてではなく理論上の脅威としてとらえられ
ていました。 同じ企業名を持ち同じブランドで事業を行う事業
体が複数の国に存在することが “ グローバルな ” 企業とされてい
ました。 現在、“ グローバリゼーション ” の概念は、より具体的
で緊 急なものとなっています。さまざまな種類の資本（財務的、
物質的、人的、社会的、および知的資本）が大きく移動しており、
その源泉や利用方法も変化し、新しいマーケットと新しい脅威を
生み出しています。 中南米のある消費財企業のCFOは、
「 国に
よってやり方が違うのが CEO の悩みの種だ」と述べています。
“ グローバル ” であるということは、単に複数の国に拠点や施設を
保有するという段階を超え、世界各地の資産が相互に依存する
ネットワークを構築し、
リソースを最大限に活用して最適化すると
いう段階に進化しています。現在は、企業の組織構造によって収益
成長率・株価上昇率に対する大きな相違は見られません。5 革新的
な手法やより良い業務遂行を導入するチャンスが巡って来ている
のです
（図 2 を参照）。
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図2 企業構造と5年間の収益成長率と株価上昇率
“全体としての価値”対“個々の部分の総和”
（あるいは“我々”対“彼ら”）

14％

一元的・集権的に管理・経営されている会社

ペンシルバニア大学ウォートン・スクール、
非常勤教授（ファイナンス）John Percival

3％

ビジョンと戦略的な見方を身に付けたCFOは、
新しい企業価値

12％
分権型の組織で管理経営がされている会社

3％

を生み出し、
その価値を高めてゆくことを重視しています。ある
CFOは企業買収を推し進め、あるCFOは効率化を促進し
13％

純粋持ち株会社

ます。また、その両方に取り組むCFOもいます。買収を推し

4％

進めるCFOは全員、単なる“ 収益 ”以上の価値を手に入れて
いるのだと言うでしょう。彼らは大抵、つかみどころのない

0％

5％

10％

15％

20％

相乗効果の可能性、
つまり“ 個々の部分を合計したものより、
全体としての価値が大きくなるはずである ” という考えで

■ 収益成長率 5年間の年平均成長率
（CAGR）
■ 株価業界指数 5年間の年平均上昇率
（CAGR）
出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

買収を進めるのです。事業体 A が事業体 B および C と連携
することにより、企業全体として顧客により良いサービスを
提供し、新しいチャンスをより迅速にとらえ、
ビジネスをより
効率的に実行できるという考えには賛否両論あるでしょう。
“ コングロマリット・ディスカウント ” 問題（多角的事業を行う

先 進 的 な 企 業は、適 切 なコスト、技 能、およびビジネス環 境に

企業を相対的に低く評価する現象。投資家は、株式市場で

基 づき、世界各地に事業拠点を置いています。IBMによる最新の

自らの判断でリスクを分散させることを望むため、事業内容

CEO調査（IBM Grobal CEO Study 2006）から、
ビジネス・

が複雑な多角的事業を行う企業に投資することを避ける

モデルの革新
（イノベーション）
と営業利益率の上昇の相関関係は、

傾向があるという仮説）
についてのさまざまな研究では、経営

他の業務（オペレーション）、および製品 / サービス / マーケット
などの革新よりも強い関係があることが判明しました。6 革新
（イノベーション）は、抜本的で広範囲にビジネス・モデルや基幹
業 務に影響を与えるものであることが必要です。 つまり、革新
（イノベーション）
とは、サービスの提供方法、
ビジネス・プロセスの

陣の多くが意図した相乗効果を見出していないことが示され
ています。“ 個々の部分 ” に対して、統合された戦略とガバ
ナンスを適用することに失敗した企 業においては、企業と
しての “ 戦略 ” が、部門戦略の寄せ集めになってしまいます。
経営陣が、企業価値創造の責務の大部分を放棄してしまって
いるのかもしれません。

統合方法、企業の管理方法、および知識転移の方法を変革する

こうしたマインドは、まさしく企業文化に表れます。部門や

ものなのです。 企業は、オープン・スタンダードの導入によって、

地域拠点のリーダーが、自分の組織について話すときには

シームレスな統合の実現を目指し、ネットワーク化された組織体と

“ 我々 ” と言い、より規模の大きい組織に言及するときには

なることができます。結果的に、企業は、ビジネス・モデルを転換

“ 彼ら ” と言うのは、よくあることです。このような言葉で

して、
この新しいモデルを活用することができるのです。

表現するのは、自らの組織にしか関連・影響しないデータが
存在するからです。たとえば、一緒に仕事をしている関係者の

企業が戦略的な転換を実現するには、その業務運営方法も変える
必要があります。現行の経理財務管理モデルは、
こうした転換に
単に対応するだけでなく、戦略・業務の変革を実現するために

業績が不公平に評価される状況にあっても、同僚の業績が
社内取引のマージン低下により悪化していても、
「 我々の
業 績 基 準によると、我 々 の 業 績は年 々 向 上して い る 」と
考えるのです。実際に、経理財務部門による報告そのものが、

必 要 な柔軟性を備えているでしょうか。ヨーロッパのある資材

正確な状況の把握をより困難にすることがあります。

技術企業のCFOは、
「企業がより統合された形で活動しているのに

企業内に調和が生まれなければ、企業は力を発揮できず、

比べ、今の経理財務部門は多国籍から成る組織のように行動して

不協 和音が生じることになります。どの企業にも、協調性を

いる」と認めています。これは、この企業だけの問題ではありま

持たない人たちがいます。CFOは、経営陣の中で主要な

せん。収益が10億ドルを超える調査対象企業のうちの7社に1社

役 割を果たす者として、企業が全体として力を結集できる

のみが、新しい情勢に適応するように経理財務管理の方法を変えて

よう、支援する必要があります。統合を促進することによって、

いました。

調和のとれた旋律が生まれます。
それにもかかわらず、
よりよい統合を推進する賢明な経営陣が、
なぜこれほど少ないのでしょうか。確かに、統合を実現する
のは容易ではありません。しかし、経理財務部門はここで
重要な役割を果たすことができるのです。経理財務部門が
貢献することによって、規律が生まれ、新しい見識や新しい
価値をもたらすことができるのです。
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（IFO：統合された経理財務組織）
が可能にするリスクと業績のバランス

リスクに満ちた世界

対象企業の約半数
（52％）
に過ぎませんでした。この結果に対して

CFOスタディーの調査によると、収益が50億ドルを超える企業の

次のような興味深い疑問がわきます。最近リスクの影響を被った

3社につき2社
（62％）
が、過去 3 年間に重大なリスク・イベントに

企業は、
リスク管理プログラムを確立したり変更したりする必要

遭遇しています。また、そのほぼ半分（42％）の企業が、そうした

性を認識したのでしょうか。 それとも、その体験から目をそらし、

リスクに対して十分に備えていなかったと認めています。より規模

2度とそれが起きないことを祈っているだけなのでしょうか。

の小さな企業では、状況は多少良かったのですが、大きな違いでは
ありませんでした。収益が50億ドル未満の企業の46％が重大な

世界は新しいグローバリゼーションの概念に向かって進化してい

リスク・イベントに遭遇し、39％の企業がリスクに対して十分に

ますが、企業の大半は、いまだに古い世界観にとらわれています。

備えていませんでした。

多くのCFOにとって、グローバリゼーションの現実と企業内部に
お ける対 応 力との ギャップは、パニックになるほどではないに

リスクは、財務リスクだけでなく、
さまざまな形で発生します
（図3を

せよ、懸念すべき問題となっています。

参照）
。Corporate Executive Board が行った調査によると、
同業他社と比較して企業の時価総額が 30％以上減少する原因と

CFOにとっては、すべてが重要な事項である

なったリスクの85％は、財務リスク以外のさまざまな種類のリスク

グローバリゼーションの意味するところが明らかになり、
リスクが

でした。7

CFOスタディーの調査でも、同様に、財務リスク以外の

蔓延するにあって、既に多くの問題を抱える経理財務部門では

リスクの影響はほぼ同程度
（87％）
と判明しました。6種類のリスク・

そ の負担が増大しています。 一番重要な活動分野は何かと問わ

イベントのうち、回答者の最も多く
（全回答者の 32％）
が言及した

れたとき、多くのCFOが優先順位を付けるのに苦慮しています。

のは、マーケット、顧客、製品、M&A 活動、およびその他の重要な

調査で挙げられた経理財務活動のほとんどすべてが、
“ 極めて重要 ”

ビジネス上の意思決定に関する戦略リスクでした。財務リスクが

な活動に分類されたのです。しかしながら、
これらの活動をどの

13％であるのに対し、地政学的リスクおよび環境 / 健康リスクも

程度効率的に遂行しているかという質問に対しては、
38％あまりの

財務リスクより大きく、それぞれ17％を占めています。

ギャップが確認されました。すべての活動が重要であるとすると
完璧にこなしているものはほとんどなく、すべての事項に常 に

常にさまざまなリスクにさらされているにもかかわらず、正規の

注 意を払う必要がある、
とCFOが感じるのは当然のことでしょう

リスク管理制度を何らかの形で備えていると回答したのは、調査

（図4を参照）
。

図3 収益が50億ドルを超える企業が、過去3年間に遭遇した重大なリスク・イベント
法務・コンプライアンス・リスク
不正
製品補償クレーム
● 法律変更の時期を誤る
● 部品の横領
● 製品の安全
●
●

業務リスク
ハリケーン・カトリーナ
データセンターの停電
● 配送時のリスク
（運転手のリスク）
● 溶鉱炉の冷却
● SAPのクラッシュ
●ス
トライキによる工場閉鎖
●
●

戦略リスク

13％

●

32％

17％

環境/健康リスク
西ナイル・ウイルス
● 安全管理の問題
● 環境関連コンプライアンス
● SARS
● 食品衛生上の問題
● 気候変動
● 環境汚染

合併・グローバル化対応
エラーが解消されていないソフトウェア・アップグレードのリリース
● 基幹製品の需要変化
● 主要顧客の契約解除
● 業績基準とサービス品質
●

8％

●

13％

17％
地政学的リスク
政権交代、多数派でない与党による政権
補助金や予算の変更
● 閣僚の頻繁な交代
● 連邦政府のアカウンタビリティー法案
● テロ
●
●

財務リスク
為替
公定歩合の変更や準備率の増加
● 財務諸表の正確性
● 現金等の管理
● 不透明なマーケッ
ト
● 不況/リセッション
● エネルギー・商品コス
ト
●
●

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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図4 貴社の経理財務部門において、次の各分野の活動は、
どの程度重要ですか。また、
どの程度効率的に遂行されているとお考えですか。

CFOの課題
84％

業績の評価/監視

60％
76％
80％

法令遵守

74％

継続的な業務改善

42％
75％

組織内の人材開発

37％
75％

経理財務部門とビジネスとの整合性確保

55％
73％

コスト削減の推進

51％
72％

経理財務関連のコンプライアンス活動推進と内部統制の強化

66％
71％

成長戦略を立案し実行するための情報を提供

40％
66％

リスク管理/軽減に対する支援

45％
62％

会社全体の情報統合の推進

0％

30％

10％

20％

30％

40％

50％

■ 重要だと回答した割合

60％

70％

80％

90％

100％

■ 効率的に執行されていると回答した割合

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

CFO たちが抱える活動の多くは、業績を向上させる原動力となる

興味深いことに、次の 2 つの項目に注意が払われていなかったと

ものです。“ 業績の評価 / 監視 ”、“ 継続的な業務改善 ”、“ コスト

いう結果は、
この調査で判明した重要な問題を示唆しています。

削減の推進 ”、“ 成長戦略を立案し、実行するための情報の提供 ”

●

おさめたアウトパフォーマーの主要な差別化要因になっている

などの項目は、CFO がより機動的で適応能力があり、競争力に
富む事業の実現に重点を置いていることを示しています。

“ 全社的な情報統合の推進 ” を強化することが、財務的な成功を

●

“ リスク管理 / 軽減に対する支援 ”を強化することが、財務的な
成功をおさめたアウトパフォーマーの特徴である
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セクション 2

セクション 2

Integrated Finance Organization
（IFO：統合された経理財務組織）
の登場
「現在のところ、情報をすぐに入手できない状態で、情報を
得るために多大な努力が払われている。データの正確性と
完全性に関して、多くの問題がある」
−アジアの航空会社のCFO
「企業グループ全体での統合が非常に重要だ」
− 北米のファッション専門小売店のCFO

“企業全体での情報統合の推進による効率性の向上” が、財務的な
成功をおさめたアウトパフォーマーの主要な差別化要因になって
いるとしたら、その原動力は何でしょうか。

分析結果によると、
企業全体に共通のデータ定義と共通勘定科目を
導入することが、“ 情報統合の推進による効率性の向上 ” に密接に
関係していることが示されています
（図 5 を参照）。企業がこれを
実 現 するには、世 界 各 地 の 拠 点 でグ ル ープ 標 準に従うことを
義務付ける必要があります。また、
インタビューでは、企業全体で
標準化された共通業務プロセスを使用することの重要性も指摘
されました。

これらの基準は、適切なガバナンスを実現するために必要であり、
“IFO（統合された経理財務組織）
”の基盤となるものです。調査の
対象となった、売上高が10億ドルを上回る企業のうち、これらの
IFO基準を組み合わせて経理財務組織の統合を実現している
のは、7社につき1社を下回りました。
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図5 IFO（Integrated Finance Organization）の要素

図6 IFOを持っている企業は企業業績においても成功しています

企業全体の情報の統合を
効率よく推進している

24％

収益年平均成長率
14％

10％

平均株価上昇率
6％
グループ標準を
義務付けているか

企業全体での
勘定科目の
共通化･標準化

企業全体での
共通のデータ定義

標準化された
共通業務
プロセスの利用

0％

5％

10％

15％

20％

25％

■ IFO
出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

30％

■ 非IFO

注）質問内容：貴社の経営環境をどのように考えますか。
この図は、
「成長市場」
および
「高成長市場」
と回答したもののみ抽出し、
株価・収益の5年間の平均成長率を記載したものです。
出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008,
ThomsonFinancial,2007 Wall Street Journal Annual Industry Report

IFOは、敏しょうさと機動力を損なうことなく、従来の発想から
脱 却することができます。 さまざまな基準を統合して管理して
いな い場 合（すなわち非IFO）と比べ、IFO は多くの面で優れた

こうした相関関係は、ビジネス全体の観点からとらえる必要が

成果を上げています。

あります。 結局のところ、製品、サービス、顧客要求、品質、実行

高い収益成長率を実現し、高成長市場環境において同業他社を

モデル、およびその他の数え切れない要因が、成長率に影響を与え

しのぐ成果を上げている

ます。しかしIFOは、今回の調査のデータ・サンプル全体にわたって、

●

経理財務活動をより効果的に実施している

まんべんなく存在しています。このため、IFOは、企業構造、業種、

●

ERM（エンタープライズ・リスク・マネジメント）
をより効果的に

売上規模、地域と関係なく、優れた制度であるといえるのです

支援している
（リスク対応の速さ、重大なリスク・イベントへの

（図7を参照）。IFOは、企業のガバナンスと各部門の協力体制と

●

取り組みの強化など）

いう広範な企業理念を反映しているのです。

高い収益成長率を実現し、高成長市場環境において

北 米 の ある主 要 銀 行のCFOは、
「ビジネスおよび企 業 全 体に

同業他社をしのぐ成果を上げているIFO

わたる統合が鍵であり、企業全体への支援と業務の敏しょう性との

調査の対象となった IFOは、非IFOに比べ、2倍以上の収益成長

適切なバランスを見出すことが重要だ。 経理財務部門、もしくは

率を実現しています。過去5年間の年平均成長率は、
IFOの18％に

事業部門のどちらかが支配するのではなく、互いに協力することが

対して非IFOは10％でした。IFOの半数（50％）は、高成長市場

必要だ」
と述べています。

環境でビジネスを展開していました。 高成長市場環境において
競争する企業のうち、
IFOを実現した企業はより高い収益成長率と

IFOを実現した企業のCFOは、

株価上昇率を達成しました
（図6を参照）。

経理財務活動により効率的に実施している
調査対象となったすべての分野の経理財務活動において、例外

これらの 調 査 結 果は興 味 深 いもので、重 要 な 事 実を示 唆して

なく、IFOの方が非IFOよりも効率的に推進しています（図8を

います。これらの結果は単純ではありますが、紛れもない重要な

参照）
。IFOと非IFOで大きく異なった、“ 経理財務部門とビジネス

メッセージです。 それは、CFOは現状にとどまらず、IFOを目指

との整合性確保 ”、“ 成長戦略を立案し実行するための情報の

すべきだということを示しています。CEO、取締役会、および他

提 供 ”、および “ 継続的な業務改善 ”の3項目は、業績に対する

部門のリーダーたちも、
これらの調査結果に注目すべきです。IFOを

見識を提供する活動です。最も大きな差（33％）を示したのが、

備えた企業は、非IFO企業より優れた業績を上げるのに役立つと

“ 会 社全体での情報統合の促進 ” であったのは当然のことかも

明確に言うことができるのです。

しれません。これが重要な要因なのです。
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図7 IFOを持っている企業の統計値
企業組織構造

収益（US＄）

官公庁/公共団体など
非営利組織
11％
純粋持ち株会社
13％
分権型の組織で
管理・経営が
されている会社
15％

地域

$200億より大きい
27％

$10億から$50億
40％

業種

公共
15％

アジア・太平洋地区
18％

通信サービス
13％

アメリカ地区
48％

流通業
24％

製造業
32％

一元的・集権的に
管理・経営されている会社
61％

金融業
16％

ヨーロッパ・アフリカ・中近東
34％

$50億から$200億
33％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

IFOはより効率的にリスク管理に取り組んでいる

超えるIFOの62％が、リスクに対して「十分に準備をしていた」

“ リスク支援 / 管理 / 軽減に対する支援 ” において、
「 効率的に

と回答しました。これに対して、同じ経験をした非IFOでリスクに

遂 行している」と回答したIFOは60％であったのに対し、非IFO

対して「十分に準備をしていた」のは 29％に過ぎませんでした。

では43％でした。IFOは非IFOに比べて1.4倍効率的に対処して

我 々が調 査したIFOは、非IFOの1.3倍もリスクに対する準 備

いると自らを評価しているのです。 重大なリスク・イベントへの

状 況 が高いため、
リスクにより適切に対応できていたのです。

備 えを十 分に整えているとした IFOも、非IFOの2倍になりま
した。リスクに対する準備レベルをたずねる質問に対して、過去

業績を向上させ、リスク管理を推進するには、情報の透明性が

3年間に重大なリスク・イベントに遭遇した、収益が50億ドルを

必須条件となります。

図8 貴社の経理財務部門において、次の各分野の活動はどの程度効率的に遂行されているとお考えですか。

「非常に効率的」
「効率的」の回答割合
80％

業績の評価/監視

58％
93％

法令遵守

79％
60％

継続的な業務改善

39％
58％

組織内の人材開発

34％
82％

経理財務部門とビジネスとの整合性確保

51％
68％

コスト削減の推進

49％
80％

経理財務関連のコンプライアンス活動推進と内部統制の強化

63％
62％

成長戦略を立案し実行するための情報を提供

37％
60％

リスク管理/軽減に対する支援

43％
60％

会社全体の情報統合の推進
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30％
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50％
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90％
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出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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STX Pan Ocean社：アジア太平洋地域における競争上の優位性を獲得する手段として統合を実現
韓国に本拠地を置く運輸会社STX Pan Ocean社が事業の拡大とグローバル展開を推進する過程で、同社のCFOである
Yong Hee Byun氏は、経理財務部門が迅速に変革を遂げる必要性を実感しました。2005年の株式公開に至る3年間に、
STX Pan Ocean社は年間売上高の29.7％増加を達成しました。

売上高29億ドルの STX Pan Ocean社は、その事業の大半をアジア地域で展開しています。 競争の激しい業界でアジア
中 心に事業を行っていることが、同社の競争力と業績に歯止めをかけていました。 同社のビジョンは、2010年までに
世界トップ5の 運 輸 会 社 へと成 長し、より強 固 なグローバ ル・ネットワークと新しいビジネス・モデ ルを確 立することに
よって、グループ全体の総売上高100億ドルを実現することです。

Yong Hee Byun氏は、
STX Pan Ocean社が変革を成し遂げるには、経営層や組織全体からの強力な支援が必要であると
感じていました。「グローバル・マーケットで競争力を強化し、業績を向上させるには、社内での投資を行い、より効率的な
企業になることが必要でした」
とByun氏は述べています。しかし、同社がグローバルな成長を強力に推し進める中で、いくつ
かの問題が浮上しました。

●

業務プロセスが分断し、
レポーティング・システムが分散している

●

海運業におけるリスク・ヘッジのためのデリバティブ取引の管理プロセスおよび管理システムが整っていない

●

予算編成と計画プロセスにおいて過剰な人員・時間が費やされている

●

体系的な業績指標（KPI：主要業績評価指標）の信頼性が低い

●

財務会計データと管理会計データに整合性がない

●

経営意思決定支援のための、
グローバルな決算処理プロセスとシステムが有効に機能していない

CFOのByun氏は、
「私は実務レベルのスタッフに直接会って、業績分析を行っていました。フロントエンドとバックエンドの
処理には一貫性がなく、より効率的で強力な統一された方法で、予測や経営評価を行う必要があると痛感しました」と述べて
います。

STX Pan Ocean社は、2007年に基幹業務プロセス
（輸送サービス、財務会計、顧客情報管理など）
と技術基盤の変革を
完了しました。こうした変革によって、いくつかのメリットが確認されました。

●

経営管理体制と意思決定支援の基盤が強化され、プロセスの簡素化、データ統合、および合理化されたビジネス・ポリシーに
よって、事業の実態がより正確に示されるようになった

●

市場の動向、事業 / 投資機会、およびリスク・ヘッジに関する報告書の作成にかかる時間が35％削減された

●

単一ツールで、計画立案、予算策定、および業績の測定を行うようになった

●

月次決算処理にかかる日数が30％短縮された

●

事業ポートフォリオ、営業実績、およびシナリオ・ベースの売上予測を一元的に検討できるようになった

●

フロントエンドとバックエンドの情報処理が統合されたことにより、原価管理と収益性分析に関するデータ入力時間が
15％短縮された

STX Pan Ocean社が2010年の業績目標の達成に向けた努力を継続する過程で、今後も統合は重要な役割を果たすこと
でしょう。「先進的な、統合された管理システムの構築を進める中で、最も重要な作業は統合であると確信しています。統合
こそが成功への鍵となるのです」とByun氏は述べています。
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セクション 3

セクション 3

真実を伝える

「以前は “ いくつもの真実 ” が報告されていた。今では、
皆が同じ認識に立って、
ビジネス上の課題について議論
したり取り組んだりできるようになった」
− 北米のファッション専門小売店のCFO
「数値が誤っていたとしても、それが修正されるまでは正しい
数値として認識されてしまう」
− 多国籍展開しているテクノロジー企業の財務担当重役

優れた業績とリスク管理を実現するにあたって本当に重要なの
は、
真実を把握することです。 業務プロセスとデータの共通化に
よって、真実を伝えることができるようになります。企業内で業務
プロセスとデータを標準化すると、取引高、総収入、利益を、新しい
側 面（顧客、チャネル、サプライヤーなど）および新しい方法で
考察できるようになります。標準化によって、
“ 粗利益の構成要素 ”
などの重要な項目に対して、企業全体で一貫性のある定義をする
ことができるようになります。

一貫性のある定義が可能になれば、“ この数値は正しいのか ” と
いう話し合いではなく、“ この数値に基づいて、ビジネスの強化
を図るにはどうしたらよいか ” という議論に進むことができます。
日々の業務処理から意思決定のための分析作業への転換です。
データが有益な情報になり、さらにはビジネスへの提言となれば、
経理財務部門は、従来の報告活動を主とする “ テールライト ” の
立場から、企業の今後の道筋を照らし出す “ ヘッドライト ” の立場
へと変化します。
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真実が明らかになり、個別データが何を意味しているかといった

非IFO企 業 では、あらゆる階 層 および あらゆる部 門 で 情 報 の

議論が排除されると、仮にその結果が悪いものであっても経営

解 釈 を そ ろえたり調 整 を 行 わ な け れ ば 、統 一 さ れ た 見 解 を

者は説明責任を果たすことができます。また、その真実が、大胆な

示 すことはできません。たとえば、国レベル（スペイン、
フランス、

手段をとる原動力になります。 企業は、真実を把握することに

ドイツなど）でプロセスやデータを定義する方法を、地域レベル

よって、これまでとは異なる方法で業務の管理に積極的に取り

（ヨーロッパなど）で解釈し統一し、さらにグローバル・レベルで

組み、専門的な知識と能力を身に付け、新しいビジネス・チャンスを

再 解 釈 する必 要 が あります。 上 層 部 が 戦 略 的 な 意 思 決 定を

開拓することができるようになります。

立てるための見解を導き出すまでには、各段階において、多くの
データが比較の対象から外れたり、手作業で行う手続きが必要に

真実を提供する責任者は、会議にただ参加するのではなく、自然と

なったりします。ヨーロッパの化学製品および石油を扱うある

議 題を方 向 付ける力を得ることができます。 企 業 の “ 真 実を

企 業 のCFOが言ったように、「情報が統合されていないことが

提 供する ”CFOは、経営上の意思決定と戦略的方向性の形成に

最大の悩み」なのです。

寄与できます。“IFO（統合された経理財務組織）”のCFOは、
この
ような “ 真実 ” との関係を理解しています
（図9を参照）。69％の

業績評価（現行業務の、変化のない、通常の状態で、どの程度の

CFOは、企業の経営陣の中で経理財務部門が主要部分をなしてい

業績を上げているか）についていえば、
ビジネスの実態の理解に

るかどうかという質問に対し“ 非常にそう思う ”と回答しています。

遅 れが出ると、高業績企業になれるか、なれないかの差を生む

また、約半数のCFOが取締役会に対して企業の業績指標を提示

可能性があります。それは、
コスト管理をよりよくできるか、
できな い

する役割を担っており、取締役たちと密接に協力していると答え

かという場合もあるでしょう。 売掛金回転率管理、市場の供給力

て います。 さらに、3分の1以上のCFOが、主 要 な 意 思 決 定を

変化への対応など、より広く全社的な業績に影響を与える可能性

支 援するデータを提供しているかどうかという質問に対し “ 非常

もあります。

にそう思う ” と回答しています。財務会計の基本的な技能にとど
まらず、企業の成長を支援し、戦略的な方向性を定める上でも

真実を伝えるには、その真実を入手し利用することが必要です。

優 れた手腕を発揮すれば、さらに力を発揮する機会が訪れるの

IFOも非IFOも共に、事業部門別、
グループ内の会社別、地域別、

です。企業の成長を助ける人には、
成長に寄与する機会がさらに与

およびブランド別の情勢について報告を行います。さらにIFOの

えられるのです
（次頁コラム「不確実で変化し続ける環境が、CFO

場合は、
業務機能別、
顧客別、
業界別、
チャネル別、
および社員別の

の指導力にプレミアムを付ける」を参照）。

観点についても報告する傾向があります（図10を参照）
。

これらの企業は、そもそもどのようにして真実を手に入れ、IFOと
なったのでしょうか。

図9 CFO/経理財務部門とその他の組織は、
どのような関係にありますか。

非常にそう思うの割合
69％

会社の経営陣の主要部分をなしている

55％

46％

取締役会に対して業績指標を提示し、
取締役と密接に協力している

34％
39％

意思決定支援のための定量的なデータのほとんどを提供している

27％

30％

会社の戦略と対応すべき課題を定義するための支援を行っている

0％

10％

20％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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30％
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不確実で変化し続ける環境が、CFOの指導力にプレミアムを付ける
ペンシルバニア大学ウォートン・スクール、経営学・ザ・ウィリアム・アンド・ジャカリン・イーガン教授、
リーダーシップ企業改革研究所所長、Michael Useem
企業環境に不確実性とリスクが増している中、企業にはより強力な経営陣が求められています。企業が拡大し、国境を越えて
事業を展開し、激化する競争に直面し、利害関係者の強い主張にぶつかり、技術革新や難しい注文を付ける顧客への対応を
迫られるようになると、指導力や指導力の向上がより重視されることが、以前の調査で示されました。これは、企業環境が
予測不能となり、急速に変化すると、経営幹部の指導力の質が、企業の業績に大きく影響するようになるためです。
多くの市場環境で見られる不確実性と変化の高まりによって、最高財務責任者（CFO）を含む、経営陣の重要性とその役割
が増していきます。IBM Global CFO Study 2008で収集されたデータでも、
この傾向が明らかに現れています。
この調査では、次の項目について、“ 貴社の経営環境をどのように考えますか ” という質問をCFOに投げかけました。
1. 外的環境 / 市場 − “ 低成長 ”、“ 緩やかな / 安定成長 ”、または “ 高成長 ”
（過去5年以内に大きな変化はなかった）”、“ 過去2年以内に大きな変化はなかった ”、
2. 組織のダイナミクス − “ 静的
または “過去1年内に大きな変化があった ”
回答したCFOたちは、これら2つの項目に何らかの関係があると判断しました。調査の結果、外部環境 / 市場が高成長である
ことと組織の変化には関係があることがわかりました。
CFOたちは、自らが企業で果たす役割についても、高成長 / 変革期においては、より重要性を増すと評価しました。このよう
な環境の変化を経験した企業 の C F O の多くは、成長戦略の決定と実行、企業全体での情報統括の促進において、自分たちの
経理財務組織が重要な役割を果たしていると答えています。これらのCFOたちは、“ 企業の経営陣の中で経理財務部門が
主要な部分をなしている ” と答える割合が高く、企業全体としてリスク戦略を立てることが、より適切な事業計画の立案や
収益率の増加につながるとしています。
今後、より多くの企業が不確実性の高まりと変化の必要性に直面すると考えられます。このため、CFOが経営陣の中でより
戦略的な役割を果たすことになるであろうと予測されます。

グローバル・スタンダードの確立
図10 貴社の経営に関して、継続的定期的にはどの観点
（切り口）
からの
報告をしているか、下記からすべて選択してください。
業務機能別

実行するのは困難であるが、実行しなければならないと確信して
います。調査の対象となった企業の大部分が、
IFOの実現に程遠い

50％

（例：人材管理、
サプライ・チェーンなど）

40％

のが現状です。業務の変革を達成するまでの道のりは長いのです。
あるCFOが述べたように、
「 標準化ができないことが、いつも悩み

49％

業界/業種別

の種」なのです。

30％

48％

顧客別

経理財務担当役員の3分の2（69％）が、会社全体の情報統合を

2005年のデータと比較すると、経理財務領域の世界では、過去

37％

2年間に大きな進歩は見られていません
（図11を参照）。勘定科目
37％

チャネル別

の共通化 / 情報体系の標準化、
グループ標準の義務付けや標準化

20％

された共通業務プロセスの使用といった面で、経理財務組織は
32％

社員別

0％

24％

10％

20％

30％

40％

■ IFO
■ 非IFO

50％

成 果を上げていません。 残念ながら、2005年には共通 / 共用
データ定義の厳守に関するデータは収集されませんでした。

60％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

25

図11 あなたの組織における、全社的なプロセスとデータの改善策の取り組み状況はどうですか？

「全社的に遂行している」企業の割合
56％
56％

勘定科目の共通化

44％

全ビジネス・ユニット/事業部門へのグループ標準の徹底

38％
37％
35％

標準化された共通業務プロセスの使用

共通・共用データ定義の厳守

37％

■ 2007
■ 2005

N/A
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10％

20％

30％

40％

50％

60％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2005, 2008

企業グループ全体の基準を設けてプロセスとデータの共通化を

ある。 デリーとカナダでは、物事の進め方が異なる。 より標準

実現することにより、企業は、効率性を強化する足がかりを得る

化されたビジネス・プロセスの確立には、まだまだ改善の余地

ことができます。 私たちは、
この方向性で、IFOがどのようにして

がある」と述べています。

企業業績の向上を可能にしているのかという調査に着手しました。
北米のある主要な政府機関の経理財務責任者は、
「 我々は基準を

“ 共通プロセスの強制” や “共通プロセスへの参加”とは異なり、

確立したが、その基準が順守されるようにする管理メカニズムが

グロー バ ル・プロセス・オー ナーシップは、限 界や 障 壁を克 服

ないのだ」
と嘆きました。

す るために主要な役割を果たします。 IFOでは、グローバルで
プロセス・オーナーシップを導入する割合が、
非IFOに比べ3.5倍

統合を実現するのは容易ではありません。統合は、組織の仕事の

になります。この割合は、IFOでは71％であるのに対し、非IFO

仕方と考え方に挑戦を挑みます。 企業の文化（場合によっては

では20％に過ぎません。グローバル・プロセス・オーナーシップを

企業内の複数の文化）にぶつかることになります。 あるCFOは、

厳守する組織は、企業グループ規模でプロセスとデータの改善を

「標準化できないのは、少なくとも、文化の違いが原因の一部で

行った傾向が強いのが特徴です
（図12を参照）。

図12 全社的にグローバルでプロセス・オーナーシップを厳守している組織における、
プロセスとデータの改善策への取り組み状況はどうですか？

「全社的に遂行している」企業の割合
86％

勘定科目の共通化

79％

共通・共用データ定義の厳守

78％

標準化された共通業務プロセスの使用

76％

全ビジネス・ユニット/事業部門へのグループ標準の徹底

0％

10％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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ABB社：経理財務の統合により国際的競争力を強化
スイスに本拠地を置き、資本金244億ドルの、電力技術とオートメーション技術のトップメーカーであるABB社は、製造、
販 売、およびその他のリソースをほぼフル活用しながら、2006年に2桁の収益成長率を達成しました。 同社は、
ビジネス・
モデルの分散によって急速に140カ国に進出し、
約1,000の法人組織の立ち上げに成功した企業です。しかし、そのビジネス・
モデルこそが、過度に複雑で管理の難しい業務を生み出す原因となったのです。CFOのMichel Demare氏は、
グローバリ
ゼーションを実現するにはこの複雑さを解消して合理化する必要があると実感しました。「コストを削減し、新しい法令に
迅 速に対応しなければならないことが明らかになった。 ABBの成長を継続させるために経営陣が必要とする計画立案の
支 援を提供するには、より一貫性のあるシステムとプロセスが必要だった」と氏は述べています。

ABB社は、その複雑な組織構造によって、事業体や事業部によって動かされるクラスター化された組織になっていました。
また、各国で非常に多くの財務報告単位が維持され、それぞれにCFOや経理財務スタッフが存在していました。

同社は2005年に、“One Simple ABB（1つに統合された ABB）
（OsA）
”
というスローガンのもと、
グローバル統合に着手し
ました。OsAは中央から推進され、各国のエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）、経理財務部門、および人事
部門の合併および統合を目指しました。

経理財務部門がOsAで目標としたのは次の項目でした。
●

組織の複雑さとプロセスの重複の解消、ITシステムの削減

●

統合された、
シェアード・サービス・センターの確立

●

法人組織の合併

●

内部統制とコンプライアンス・フレームワークの強化

●

財務会計処理の透明性の向上

CFOのMichel Demare氏は、OsAの推進を「ABB社がサーベンス・オクスリー法順守の認定を受けることは、経理財務部
門から見れば必要最低限の基準を満たしたことに過ぎない。OsAの真の目標は、業務処理のさらなる効率化と低コスト化
を実現して事業体と顧客に貢献すると同時に、内部統制環境をさらに強化することだ」と定義しています。「こうした変革を
遂げることによって、経理財務部門は、
ビジネス・プランニングにより一層注力できるようになる」と氏は述べています。

このような業務改善努力の根底にあるのは、Demare氏がより戦略的な目的を立てていることです。「我々の目的は、経理財務
部門の指導者が首脳陣と意見を交換する時間を2倍にすることだ。ABBの経理財務チームは、2010年までに、現在すべて
の作業に費やしているのと同じだけの時間を、事業計画の立案とアドバイスに費やすようになるだろう」

ABB社は、統合への努力を続ける中で、業務活動を統合することによって大きなメリットを得られると期待しています。
より効 率 的な分析ツールの導入と、
グループ全体での財務会計処理の標準化によって、組織全体が活性化すると考えられ
ます。広範囲に及ぶ変革は、短期的には組織に混乱を生じさせる可能性がありますが、Michel Demare氏はそれも受け入れ
ています。「ABBの経理財務部門が世界規模で統合を進めれば、ABBの社員、顧客、そして株主にも、より良いサービス、
より戦略的なサービスを提供できるようになる」
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グローバル・プロセス・オーナーシップは、プロセスの一貫した

明白なことかもしれませんが、多くのプロセスや基準は、自動化に

設 計 および導入における、責務と説明責任を明確にします。説明

よって実現されるものです。 基になるシステムやモデルを改善

責任を正式に定義すれば、“ 皆の仕事 ” が “ 誰のでもない仕事 ”

せずに新しいグローバル・スタンダードを強制すれば、結果として

になってしまうことを防げるのです。 オーナーシップによって、

データを手動で作成したり、問題に対処するための手段が必要と

ベスト・プラクティスの共有と継続的な改善も促進されます。

なる可能性が高まります。このため、
プロセスやデータの共通化は、
テクノロジーの利用と本質的に結びついています。

結局のところ、自分の業績を評価され、報いを受けた人は、その
プロセスの成功に向けて努力する意欲を持つものです。グロー

IFOは、全 社 的 な 環 境 の 簡 素 化 を 推し 進 め まし た。IFOは、

バル・プロセス・オーナーシップは、例外についての十分な検討を

非IFOに比べ2.5倍も、エンタープライズ・リソース・プランニング

通じてプロセスのローカライズ化を管理する、統制メカニズムと

（ERP）と財務アプリケーションの統合に成功しています。また、

しても機能します。プロセス・オーナーの目標は、企業の基準を

データウェアハウスの統合に成功したIFOも、非IFOの3倍でした

維持しながら、企業の意思決定機関の負担を軽減することです。

（図13を参照）。こうした統合は、テクノロジーの排除や、テクノ
ロジーの使用を削減したりすることではなく、より多くの場所で

簡素化

テクノロジーを統合したり、同じテクノロジーを使用したりする

グループ全体でプロセスとデータを標準化することによって、
シス

ことを意味しています。どの場合でも、標準的なプロセスと一貫

テムの利用と業務モデルを合理化する機会がより多く与えられ

したデータ定義を実現することは、一貫したシステム開発をする

ます。IFOは、経理財務活動の展開および実行を迅速化するため

ということと同義なのです。

に、構 造 的 な 障 害を排 除します。 さらに、テクノロジーと業 務
モ デ ル を 利 用 することで 、グロ ー バ ル・スタンダ ードを 維 持

企業全体での基準を設けることがテクノロジーの簡素化に役立つ

しな がら、経理財務部門により高い柔軟性を与え、変化するビジ

一方で、業務モデルは基準の維持に役立ちます。たとえば、日常

ネス・モデルに適応できるようにします。

業務にシェアード・サービスを使用し、意思決定支援の拠点を確立

図13 あなたの組織における、下記に挙げられた全社的なテクノロジーの改善策への取り組み状況はどうですか？

「全社的に遂行している」企業の割合
65％

分散したERP環境の統合

25％
50％

データウェアハウスの統合

16％

48％

経理財務アプリケーションの統合

0％

10％

20％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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することによって、
ポリシーだけで何百もの地域組織を改革するの

たとえば、固定資産や買掛金勘定の処理は、完全にアウトソース

ではなく、いくつかの組織構造を変えるだけで標準化を達成でき

することができます。グローバル・プランニングの専門領域サー

ます。こうした業務モデルによって、“ 最前線の ” リソースがより

ビス拠点は、組織で定義したプロセスに従って処理することで、

分析的な活動を行うことができるようになり、民主的な意思決定

アウトソースすることができます。一般会計については、内部統制

システムが実現するというメリットもあります。

上社内で行うにしても、コストの低い地域で処理することができ
ます。価格決定と財務分析は、共通のプロセスを導入する一方で、

業務モデルの簡素化には、“ 最適化 ” 効果もあります。 標準化を

地域固有の要件を満たしながら、地域の専門分析拠点を通して

要求され、統合の最有力候補になる業務は、世界各国で同様の

行うことができます。 事業部や地域の責任者に意思決定支援を

作 業が繰り返し行われる、ルーチン業務です。これを統合する

提供するフロントオフィス・プランニングについては、組織固有の

ことによって、規模の経済、専門化された労働力、および共通の

スキルが必要とされるため、内部に配置します。

ベスト・プラクティスの使用を最大限活用できるようになります。
ここでも、
グローバル・プロセス・オーナーシップが重要な役割を
IFOは、非IFOに比 べて2.5倍、シェアード・サ ービスの 利 用で

果たすと考えられます。グローバル・プロセス・オーナーシップを

メリットを享受しています
（図14を参照）。また、意思決定支援の

厳 守する組 織は、非IFOに比 べ、テクノロジーと業 務モデ ルの

専門領域サービス拠点を確立している割合も3倍になります。

改善を行う傾向が2倍になります
（図13および14を参照）
。

繰り返し行われるルーチン業務の統合の最適化にはアウトソー

実態を見抜く提言力を得るには、分析活動に時間と労力を費やす

シングが適していることがよくあります。IFOは非IFOに比べて

必要があります。 組織では、日常業務、調整作業、手作業に追わ

3倍、
アウトソーシングを行っています
（IFOの20％に対して非 IFO

れて、分析にかける貴重な時間を奪われることがよくあります。

は6％）。しかし全体的に導入率は低いままです。 企業は、プロ

IFOが非IFOに比 べて21％も多く意 思 決 定 支 援や管 理 活 動に

セスとデータの標準化を進める中で、プロセスをどこで誰が行う

時間を費やせるのは、標準化された共通の業務プロセス、テクノ

かを選択することができるようになっています。

ロジー、および最適な業務モデルを導入しているからなのです。

図14 あなたの組織における、下記に挙げられた全社的な業務処理作業モデルの改善策への取り組み状況はどうですか？

52％

日常業務処理でのシェアード・サービスの利用

21％
33％

意思決定支援と分析サービスでの専門領域サービスの利用

アウトソーシングの利用
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出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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連邦住宅管理公団：経理財務組織の簡素化
2000年にRon Crupi氏が米連邦住宅管理公団（FHA）に会計監査役代理として加わったとき、連邦政府は10年にわたる
大規模な経理財務管理改革を開始していました。 世界最大の住宅ローン組織であるFHAは、
この改革の実現に向けてアク
ションをとることを求められていました。

この改革において最も重要な基準となったのが、CFO法（CFO Act of 1990）でした。この法律は、連邦政府関連機関が
財務上の説明責任、透明性、
および管理を向上させるために、財政的資源の管理方法を根本的に変えることを求めるものでした。

「当初は、FHAのシステムとプロセスは各グループが独自の手法で動かし、それぞれ個別に機能していた」
とCrupi氏は述べて
います。年次監査で、FHA のシステム環境と内部統制に重大な欠陥があることが明らかになりました。さらに、米国政府説明
責任局（GAO）は、FHAを “ 高リスク ” 組織と格付けしました。

2001年にFHAの会計検査官は、統合された管理システムの実現に向けた、複数フェーズにわたる5年計画を立案しました。
「大規模な全面的改革を実現するには、十分な予算も基盤もなかった。 そこで我々はプロジェクト全体を検討し、
フェーズに
分けてシステムを展開し、各フェーズを成功させてから次のフェーズへと進めた」と Crupi 氏は言います。複雑さを解消する
ため、新しいシステムは単純で簡素なものとなりました。FHAのすべてのビジネス・ニーズを満たしながら、遅延の原因となる
ような重要でないアドオン開発は実施しないシステムです。

2007年までに、いくつかの主要な目標が達成されました。
●

会計・財務管理に使用するシステムの数が19から11に削減された

●

年次監査で明らかになった内部統制上の重大な欠陥が解消された

●

年次財務諸表の完成時期が会計年度末後74日から45日に早まった

●

すべての会計システムが連邦規制および連邦規格に準拠していることが確認された

●

FHAの資金統制および仕訳記帳プロセスが手動プロセスから自動プロセスに移行した

●

GAOが定義する “ 高リスク組織 ” 指定がはずされた

改革の結果を挙げながらCrupi氏は次のように述べています。「このシステムを実現するまで、スタッフは手作業の会計作業に
大部分の時間を費やし、毎月大急ぎで仕訳入力を行っていた。自動化が進んだことにより、今ではより分析的な作業を行う
ことができるようになり、プロセスだけでなく自分たちの仕事も改善することができた」

Crupi氏は、
「 我々は常にプロセスの改善と調整を行っている。我々は連邦機関の経理財務担当者として、国民の信頼を得る
責任がある。正確でタイムリーな財務情報を提供できることを示すことで、国民の信頼を得ることができる」
と述べています。
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セクション 4

リスク管理

「CFOは将来、組織内でリスクを最初に発見する役割を
果たすようになる。積極的な役割を果たし、解決策を示し、
別のシナリオを提案する CFOは、
リスク管理においてその
重要性を増し続けるだろう」
−ヨーロッパに本拠地を置くグローバル企業のCFO

相互に依存するグローバル・マーケットはリスクに満ちています。
それにも関わらず、IFOにおいてさえも、
リスク管理がまだまだ
未 熟であることが調 査で示されました。 また、現 在 のところ、
意 思 決定にリスクを組み込んでいる企業は限られています。

さらに、
リスクを回避するために、主なリスクと業績指標のトレンド
比 較を行っているとした回 答 者は42％に過ぎませ んでした。
特 定 のリスク認 識 値を設 定しているのは32％に過ぎず、業 績
予 測と計 画にリスクを織り込 ん で いるのは29％ だけでした。
IFOの場合はわずかながら進んでおり、66％が、正規の責務と
してリスク識別・認識活動を実施しています。 IFOは他のリスク
管 理関連活動を導入している割合もやや高いことをデータは
示しています。

企業は、CFO がこの分野で中心的な役割を果たすことを求めて
います
（図15を参照）。しかしながら、
この分野はチームでの作業
であり、企業全体で共同して対処することが必要なのは明らか
で す。ヨーロッパの主要銀行のCFOが言ったように、
「 実際の
リスクを負うのは事業部であり、事業部のリスク管理を支援する
のが経理財務部」なのです。

33

図15 企業リスク管理の総括責任者

国 の数が増加する中で、CFOは個人的にも、どこにリスクがある
のかを知る立場にあります。CFOは、
リワードはリスクと本質的に
69％

CFO

55％

結び付けられているのに、一般的には保守的な考えで導かれて
いることを理解しています。

53％

CEO

リスクに対する取り組みは、組織内のそれぞれの役割によって

48％

異 なります。 あるCFOが言ったように、
「 組織の上層部は高い
0％
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40％

50％

60％

70％

■ リスク管理/軽減に対する支援が
「非常に効率的」
「効率的」
な企業
■ リスク管理/軽減に対する支援が
「どちらともいえない」
「非効率」
な企業

リスク選好の傾向が強いが、組織の下層に行くにしたがって、
リスク
選好は低くなる」のです。リスク管理は、
しばしば、事実よりも
企業文化（保守的か積極的かなど）に左右されます。

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

オーストラリアのある公共企業の経理財務担当重役は、
「 すべて
の事業体が、経理財務部が確立したフレームワークやリスク・プロ
ファイルを使用して、
リスク管理を行っている」と述べています。
リスク管理では、取締役会レベルから中間管理者層までの組織を

そのため、CFOは、企業として受け入れるリスク選好度合いと

うまく調和させコーディネートする必要があります。企業は現在、

リスク許容度のバランスを取り、企業全体としてのリスク・プロ

全体的なリスク・プロファイルを理解しようと努力しています。

ファイルをより良く理解できるように支援できるのです（図16を

事業はさまざまなリスクにさらされており、全体像の把握はトップ

参照）。

が指揮する必要があります。そうは言っても、
これが容易にできる
と考える人はいません。カナダの政府官庁のCFOが「この組織

リスク選好とリスク許容度が、正式なシステムを介さずあいまい

文化では、誰も問題について語りたがらない」と示唆するように、

な 形で決められるのではなく、明 確な、事 実に基づいたリスク

リスク管理は組織文化に挑戦する問題となるのです。

戦 略とリスク・ポリシーによって確実に設定されるようになった
場合、ビジネスはどの程度方向付けされ、目的を持った形で行わ

さらに、
リスクとリワード
（報酬）の方程式は、すべての業績は本質

れるようになるでしょうか。

的にリスクを背負っていることを表しています。それゆえに、
企業は、
リスクを織り込んだ業績管理、つまり、業績管理とリスク管理の

“ 効率的なリスク管理”を行うCFOがリスク管理報告を直接受ける

合致を目指さなくてはならないのです。

傾向は、効率的なリスク管理を行っていないCFOに比べて1.2倍
（54％対 44％）でした。とは言っても、
図15で示したようにCFO

リスク管理を調整し組織化する

が指導力を発揮することを期待されている事実を考えれば、
54％

CFOは、企業全体のリスク・プロファイルを判断し、
リスク管理を

という割合はまだまだ低いと言えます。興味深いことに、そして

導く独特の立場にあります。株式を公開している企業において、

これはIFOのテーマにも関連するのですが、効率的なリスク管理を

四半期ごとに企業の総合的な実態の報告を求められるのはCFO

行っているCFOが、ITに関する報告を受ける割合は、効率的な

だけです。 財務諸表にCFOが宣誓署名することを求める地域・

リスク管理を行っていないCFOの1.3倍になりました。
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図16 役職別の企業リスクに対する認識（イメージ）
高いリスク選好

イメージ・メーカー

冒険的なビジョン策定担当

ストラテジスト

営業

CEO

マーケティング

ライン・エグゼクティブ

リスク志向

監査役
内部監査人

CRO
COO

リスク・マネージャー

日常業務執行者

低いリスク許容度

CFO

CIO

業務部門リーダー

戦術的

戦略的

組織の思考態度
出展：IBM Institute for Business Value

また、“ 効 率 的な組 織 ” では、多くの 場 合、リスク選 好とリスク

北米のある医療機関のCFOは、
「エンタープライズ・リスク・マネ

許 容 度に対する方針に関して、取締役会レベルから中間管理者層

ジメントの概念は、実態のない言葉の先行や一時的なブームでは

に至る、より強力なトップダウンの方向性を示しています
（図17を

ないのか？ 最大の課題は、実行可能な計画を立てることだ」と

参照）。 戦略実行では、常にコミュニケーションが重要な要素と

疑 問を呈しています。リスク管理の成熟度の度合いについて

なるのです。

疑 問を持つのは、このCFOだけではありません。しかし、CFOが
その答えを見つける役割を担っていることは明らかです。

図17 あなたはどのステークホルダー
（利害関係者）のために企業のビジネス・リスクに関するアセスメント・リスク受容について
正式に文書化し通知していますか。
（当てはまるものすべてを選択してください）

77％

CEO/CFO/その他のコーポレート・オフィサー

65％

71％

取締役会

60％
57％

ビジネス・ユニット/事業部門の長

43％
26％

中間管理職

0％

15％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

80％

■ リスク管理/軽減に対する支援が
「非常に効率的」
「効率的」
な企業
■ リスク管理/軽減に対する支援が
「どちらともいえない」
「非効率」
な企業
出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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業績管理とリスク管理の合致

“ リスク管理に効率的な組織 ” と “ リスク管理に効率性で劣る

リスクが自然に消滅することはないため、企業は、
リスクを織り

組 織 ” との 最 も 大きな 違 い は、リスク管 理 のより高 度 な 側 面

込んだ業績管理に着手する必要があります。正式な形で、目的を

で 見られます。“ リスク管理に効率的な組織 ” では、予測解析、

持ってリスク管理をする人は、より早くリスク・イベントに気付き、

モデリング、および “ 経済的評価ツールとしてのリスク ” を使用

リスクにより迅速に対応し、
リスクへの備えも整えています。企業

する傾向が強くなっています。

にリスク管理を浸透させる非常に効果的な方法の1つは、業績
管 理と同じ手法および規律を適用することです。

“ 経済的評価ツールとしてのリスク ” を現在導入しているケース
は少ないものの、CFOの約半数（49％）は、今後3年間に導入

CFOは、リスク管 理 戦 略 の 設 定を支 援するために、計 画 立 案、

す るだろうと予 測しています。リスク調 整 後 業 績 指 標 管 理に

予 算 編成、および予測に関する自らの能力と知識を活用すべき

現 在 重点的に取り組んでいるのは4分の1にとどまりましたが、

です。主要な業績評価指標（KPI）
と共に主要なリスク指標も示し、

3分の1以上（38％）は、今後3年間にこの活動にてこ入れしよう

企業のバリュー・ドライバーに与える影響の大きさに基づいて、

と計画しています。この調査結果では、
リスク管理が意思決定

それらに優先順位を付ける必要があります。北米のある医療サー

プロセスにおいて今後重要性を増すことが示されています。

ビス関連企業のCFOは、
「 経理財務部内でリスク管理を強化する
ことは重要だが、業務業績とリスク管理を統合することは決定的に

リスクに対する備えが整っているかどうか、
リスクが正式に管理

重要だ」
と述べています。

さ れているかどうか、リスク管 理が無 視されているかどうかに
関 わらず、
リスクがビジネス・業績に重要な意味を持つことは、

“ リスク管理に効率的な組織 ” では、業績ギャップを埋めるために、

明 白な事実です。CFOにとって、
ビジネス戦術にリスク管理を浸

リスク管理に積極的に取り組んでいます
（図18を参照）。“ リスク

透させることなく、“ リスクのセオリー ” に同意するだけでは不十

管理に効率性で劣る組織 ” と比較すると、全般的により正式な

分です。ビジネス戦略は、IFOで行われているような、プロセス・

リスク管理活動に携わっています。こうしたリスク管理活動では、

オー ナーシップ、基準の導入、データ・ガバナンス戦略、および

モニタリング、報告、
トレンド比較、評価ツールの使用、予測解析、

業務の簡素化によって得られる、適切で質の高い情報に依存して

リスク調整後業績予測、プロセス制御などが行われます。

います。
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図18 次に挙げるリスク管理活動のうち、貴社が会社全体で取り組んでいるものはどれですか。
（当てはまるものすべてを選択してください）
61％

各部門の正規の責務として組み込まれている、
リスク識別・認識活動

45％

日常の管理・監視と報告に、
リスク関連の項目を含めている
（ダッシュボード/スコアボードにリスク関連の項目も含んでいる）

59％
44％
51％

主なリスクと業績指標のトレンド比較（差異分析など）

35％
39％

リスク認識値の設定（対応策を発動するトリガー、条件など）

28％
37％

リスク調整後業績予測と計画

23％
35％

リスクを評価＆監視するための予測解析/モデリング

21％
26％

リスク資本とその配分（リスク許容範囲の定量的管理）

18％
22％

リスク管理システムへのアクセス制御/プロセス制御の組み込み

0％

12％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

80％

■ リスク管理/軽減に対する支援が
「非常に効率的」
「効率的」
な企業
■ リスク管理/軽減に対する支援が
「どちらともいえない」
「非効率」
な企業
出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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BBC：ツールの導入と管理された手法でリスクを削減
英国放送協会（BBC）の “ 将来の経理財務 ” プログラムのディレクター、Audrey Alexander氏は、野心的な改革プログラムを
実行するにあたって、
いくつかの課題に直面しました。BBCは、
運営予算80億ドルの、
世界最大の放送会社です。Alexander氏は
当時を思い出してこう述べています。「BBCは連邦構造の企業であり、改革を達成するのが困難であることは周知の事実だ。
それぞれの事業部に大幅な自治と独自性が認められており、経理財務部は補助的な組織と見なされていた」

BBCは現在、17の変革プログラムを同時に実行しており、2010年までに年間6億4千万ドルの経費削減を目指しています。
BBC経理財務部門の2006年度のコストは、英国の各世帯に課された受信料の2％でした。これは、世界クラスの財務企業
の基準の2倍になります。改革チームの使命は、
これを1％（年間7,000万ドル）に半減することでした。

Alexander氏とそのチームは、自治の分散化を達成するにあたって、いくつかの問題に直面しました。
●

BBCの17の事業部すべてが、それぞれ別の企業のように運営されていた

●

経理財務部門は、各事業部の中で独立した部門として運営されていた

●

おびただしい数の特別レポートが頻繁に作成され、高度な調整作業が必要とされていた

「管理と説明責任を推進する要素がかなり拡散していた」
と Alexander氏は言います。「優先順位に従って変化に迅速に対応
する力や、情報の必要性に迅速に対応する力が非常に弱かった」。信頼性の高い情報の提供や、
メディア・ビジネスでは不可欠な、
迅速な分析作業を行うことが、経理財務部門の課題でした。「企業が適切な意思決定を行えるように、経理財務部門は、意思決定
支援や専門的アドバイスの質を高める必要がある」

2007年度の目標は、2008年4月までに経理財務部門のコストを0.8％〜1％に削減できるよう、業務運営モデル全体を
再設計することでした。これを達成するため、次の措置が講じられました。

●

経理財務部の人員を650人から300人に削減した

●

1か所に、ただ1つの真実の財務実態を示す情報を収集するため、
シェアード・サービス・センターを構築した

●

計画立案、予算編成、予測、およびコスト管理の各作業を含む、業務処理プロセスと報告プロセスを合理化および標準化した

●

合理化した内部統制管理のフレームワーク内に、セルフサービスと高度な報告機能に重点を置いた、強力なテクノロジー・
ソリューションを構築した

●

小規模な戦略チームで構成される経理財務スタッフを、各事業体内に組み込んだ

Audrey Alexander氏は、最初の年に学んだ教訓を思い起こします。経理財務的なリスクは効率的に管理され、食い止める
ことができましたが、
BBCが
「安定し、
経理財務部門が目標を完全に実現する」
までには、
長い時間がかかるのです。Alexander氏
はさらに、
「私は、
“ 将来の経理財務 ” モデルの有効性を絶対的に確信している。実現は困難だが、実行する価値は絶対にある。
十分検討され、適切に管理された手法によって、
ワールドクラスの経理財務組織としての地位を維持するという、目標の達成を
可能にするモデルだ」
と述べています。
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セクション 5

セクション 5

IFOへの転換

「CFOは、コーチやアドバイザーとしての役 割をより多く
引き受けるべきだ」
− 北米の医療機関のCFO

経理財務組織が改革を進めるには、活動を形式化し
（プログラム
的アプローチをとること）、適 切な人 材が新しいスキ ルを身に
付 け、組織としての思考方法を変え、テクノロジーとインフラス
トラクチャーを導入することから着手する必要があります。

時間とエネルギーを消費し、コミットメントを必要とする改革は、
それ自体容易なものではありません。改革プロセスで、あまりに
も多くの課題が露呈することもあります。 真実がさほどのもの
でない場合、“1つの真実 ” が役に立つでしょうか。 他にはどの
ような 欠 陥 が 浮 上 するでしょうか。 そ れまでは 単 なる偶 然 で
回 避されていた、どのようなリスクが見つかるでしょうか。

古い慣行を取り去るのは容易ではなく、改革は抵抗にあうもの
です。 ほとんどの組織では、すべての社員が通常業務の実行に
あ たり、主要な組織改革を同時に実行している社員はそれほど
多くありません。 経理財務部門の統合は、失敗したら壊滅的な
失敗を招くとまではいかなくとも、迷惑な作業だと思われるかも
しれません。 改革を進めるには、急激な変化が必要であり、社員
には、引き続き 報 告 業 務 や 計 画 業 務 の スケジュー ルをこなし
ながら、改革作業に対応することが求められます。CFOや地域の
指 導 者 たち だけでなく、より多くの 人 々 が 積 極 的に取り組 む
ことが必要です。取締役会、CEO、およびその他の指導者たちは、
ただ単に改革に賛成するだけでなく、改革の成功に自らの信用を
賭けることが必要です。改革には、単なる命令や戦略だけでなく、
新しい管理能力が必要であり、痛みを伴う再編作業が求められる
こともあります。
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経 験 豊かな 経 理 財 務 専 門 家は、グロー バ ル 基 準 の 義 務 付け、

より強 固な統 合を目指すことを決めた企 業が、プロセス・オー

共通勘定科目の導入、共通・共用のデータ定義の厳守、および企業

ナーシップの確立に失敗した場合、統合の達成により多くの時間

グループ全体での共通業務プロセスの導入が引き起こすものを

がかかることをデータは示しています。 企業がロードマップの

よく理解しているでしょう。しかし、最初の課題は、経理財務組織

左 下から右上へと統合を進めるにつれ、経理財務組織は、短所や

自らの現状を真に理解することなのです。

問題点への取り組みから脱却し、より強力なリスク管理と “真実”
の提供によって、企業の新たな強みを積極的に見つける役割を

最初のステップとして、
（ それ自体が重要で困難な作業である）

果たしていきます。

“正しい” プロセスと基準の定義よりも、企業全体が共通の定義を
守ることの方が重要なのではないかという考え方もあるかもし

自らの組織がこのロードマップのどの位置にあるかを判断する

れません。 私たちは、IFOがたどった道のりに基づいて、企業が

ことが、
IFO、
およびより効率的なリスク管理組織へと変化する最初の

成 長し、進化し、時間をかけてその能力を変革する方法を示す、

ステップです。経理財務組織は会社ごとにそれぞれ異なり、進む

ロードマップを作成しました（図19を参照）。

べき道もそれぞれ独自のものです。IFOの構築を目指すCFOに
とって、正しい道を選択することが、最初の、そして最も重要な判断
になります。

図19 IFOへの道のり
ヘッドライト

（洞察力による）
リスク項目を経済的
評価ツールとして
使用している

意思決定支援において
専門領域サービスを
利用している

●

成熟度

リスク管理システムに
対してアクセス制御/
プロセス制御が十分に
組み込まれている

各部門の正規の
責務としてリスク識別・
認識活動を組み込み
実施している

分散化したERP環境を
統合している

アウトソーシングを
利用している
（ノンコア業務に対して）

●

●

リスク調整後の
業績予測と計画を
利用している

業績モニタリングに
リスク評価指標を取り
入れている
主なリスクと業績指標
のトレンド比較を利用
している
日常の管理・監視と
報告にリスク関連の
項目を含めて実施し
ている

中
標準化された
共通プロセスを
全社的に使用している

データウェアハウスを
統合している

グローバルのプロセス・
オーナーシップを
全社的に厳守している

共通・共用データ定義を
全社的に厳守している

日常業務処理において
シェアード・サービスを
利用している

勘定科目の共通化/
情報体系の標準化を
全社的に実施している

全ビジネス・ユニット/
事業部門に対してグループ
標準が義務付けられ
実施されている

経理財務
アプリケーションを
統合している

Legend - Actions
■ グローバル・スタンダードを確立する
■ 簡素化
■ 業績評価/リスク管理をカバーする

時間軸
出展：IBM Institute for Business Value
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（過去の実績による）

リスクを評価するための
予測解析/モデリングを
利用している

高

低

対
テールライト
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効率性と
効果の向上

手作業による
努力の積み重ね

IFOを実 現した 組織 の 実 話
1990年代半ばに、大手航空会社のCEOとフォーチュン上位50社のある企業のCEOが、夕食の席を囲みながら、出張旅行
に関する有利な取引の可能性について話し合っていました。 航空会社のCEOが、
「 御社は年間どれほどの航空運賃を支出
していますか」という単純な質問をしました。 フォーチュン50企業のCEOは答えを知らず、同社のCFOに尋ねました。
このCFOは、完全に分散化された経理財務組織を監督している人でした。このCFOはすぐに答えを出すことができません
でした。答えを出すのにどれほどかかったでしょうか。1日でしょうか。1週間でしょうか。1カ月でしょうか。

結局のところ、
「 確認するのは技術的に不可能」と判明したのです。 何週間たっても、このCFOは正しい答えを出すことが
できませんでした。この企業が事業を展開している各国で、異なるスケジュール、手続き、サイクル、および定義を使用して
旅費が管理されていたのです。データはそれぞれ別のシステムに保存されていました。この出来事が、
この会社に警鐘を
鳴らすことになりました。このような単純な質問にも答えられないのなら、他の種類の支出やビジネス全体をどうして管理
できるでしょう。

組織が分散化されたこのフォーチュン50企業は、複数の課題を抱えていました。
●

規模が大きすぎ、非効率的な経理財務組織 − ベンチマーク分析を行った結果、同社の経理財務担当者の数は、同規模の
大部分の企業の2倍であった

●

使い物にならない、信頼性に欠けるデータ − 集中化された形で使用できるデータは、世界各地で収集した財務データの
1％以下であった

●

リスク検知能力の弱さ − 不定期の電話連絡網によるリスク管理を行っていたため、素早くリスクを検知したり、
リスクへ
の備えを整えることが非常に困難であった

解決策：経理財務組織の統合
経理財務組織の統合には何年もかかったものの（また、ほぼ間違いなく、改善はとどまることなく常に行われるものですが）、
その成果はすぐに現れました。経理財務組織では次のような措置が講じられました。
●

基準の設定とその強制 −勘定科目やデータ定義に標準を設定し、その使用を義務付け、経理財務プロセスのオーナー
シップを得た

●

日常業務は一元化、意思決定支援は各拠点に −繰り返し行われるルーチン業務は一元化したが、事業体固有の状況に
合わせた意思決定を可能にするよう、意思決定支援は各拠点に残した

●

1 つの真実の数値の構築 − 信頼されたソースからのみ得た財務データに基づく、“1つの真実 ” という認識を構築した

同社のIFOは、その成熟度を増すにつれ、企業全体において権威と影響力を持つようになりました。 他の部門の指導者
たちも、経理財務部を “ 真実を知るオーナー ” と見なして、ビジネス上の重要な意思決定の場により頻繁に招くようになり
ました 。 これは、新商品のコンセプトや市場評価など、企業の発展に直接関わる事業課題についての意思決定でも同じ
ことでした。経理財務部門は、企業の今後の道を照らし出す役割により重点を置き、より適切な意思決定を支援できるように
なりました。

現在、IFOと変化した同社にとって、
「御社は年間どれほどの航空運賃を支出していますか」という質問は、大きな問題を指摘
する質問ではなくなりました。今では、ダッシュボードを見るだけで即座に正確な答えを出せるのです。
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まとめ

ほとんどの企業のグローバリゼーションに対する認識は、今日の

CFOは、
リスク・プログラムを正式に定義し、
リスク管理において

グローバリゼーションの実情からずれています。以前にも増して、

積極的な役割を果たす必要があります。

ガバナンス、透明性、および情報の統合化を企業グループ規模で
一 貫して維持する必要が高まっている中にありながら、地域に

企 業がこのビジョンに応えるには、経 理 財 務 部 門だけでなく、

特化した標準が急増しています。経理財務組織全体で、
グループ

すべての部門で改革と統合を行うことが不可欠です。この認識を

標 準 の 義 務 付け、共 通 勘 定 科 目 の 導 入、共 通 のデ ータ定 義 の

踏まえ、CFOは、真実を力とし、その手腕で企業の手綱を取り、

設定、および標準化された共通業務プロセスの導入を行うこと

改革を導くことができます。

によって、より対応が早く、より柔軟で、同業他社より優れたIFO
へと転換できるのです。

IBMビジネス・バリュー・インスティテュートによるこの調査の
詳 細については、
iibv@us.ibm.comまでお問い合わせください。

これを実現するには、CFOが企業全体での経理財務プロセスの

調査報告書の全文は、次のサイトから入手できます。

オーナーシップを持ち、テクノロジーと業務モデルを簡素化し、

ibm.com/iibv

新しい 1 つの真実の数値を企業に対して提供することが必要です。

44

Integrated Finance Organization
（IFO：統合された経理財務組織）
が可能にするリスクと業績のバランス

付録

付録 A

地域別調査結果
アジア太平洋（中国および日本を除く）

中国

グローバル・マーケットへの進出を視野に

統合の停滞、企業構造が統合を困難にする可能性

アジア太平洋地域の企業は、主に1カ国で業務を展開し輸出を

中国企業は持ち株会社であることが多く、高成長の新興市場で

行っていますが、グローバル・マーケットへの進出を強く望んで

事業を展開する中で、他の地域よりも、人材開発や人材の能力が

います。これらの企業は、当然ながら、高成長市場で商品やサー

極めて大切だと考えています。 統合の価値を信じていながら、

ビスを取引する機会に恵まれています。アジアの企業は、統合を

ほぼ 半数の企業が、統合の実現はあまりに困難であると考えて

進めることによって弾力性と機動力を増す可能性が、他地域の

います。 中国企業（および日本企業）は、グローバル・プロセス・

企業に比べ1.3倍もあります。そのため、標準化された共通業務

オーナーシップと共通勘定科目導入の面で立ち遅れています。

プロセスを企業全体で導入している割合も高まります。 変化の

さらに、シェアード・サービスや意思決定支援の領域のサービス

速度が速いこの地域のCFOたちは、経理財務担当者の能力開発に

拠点など、業務モデルの導入についても遅れています。

関心が高く、社員の問題について報告する傾向が強くなります。
持ち株会社であるIFOは13％に過ぎません。中国企業が統合の
リスク管理については、監査、法務、財務、計画立案の各部門が

強化に立ち遅れているのには、企業構造が1つの原因となって

貢献する、部門間協力の傾向が見られます。リスクの特定、
リスク

いる可能性があります。

認識値の設定、日常的モニタリングについては、より正式な形で
行 わ れて いる傾 向 が 見られます。また、アジア 太 平 洋 地 域 の
企業は、
リスク管理に複数レベルの人員が関わり
（監査委員会、
CFO、CEO、CIOなど）、正式なコミュニケーション（取締役会、
各 オフィス、部門の管理者および中間管理職など）が行われる
傾向も強く現れています。
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日本

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ（EMEA）

テールライトの立場を脱却し、企業のヘッドライトの立場へ

成長とコンプライアンスへの関心は低い

日本企業の経理財務担当役員は、低成長市場で事業を展開し、

EMEA地域に本拠地を置く企業は、安定成長市場で事業を展開

分権化された企業を運営している傾向が強いと言えます。

しているケースが多く、成 長 戦 略には重 点を置いていません。
EMEA地域の企業の50％以上が、将来世界的に統合を強化する

日本における経理財務部門は、
コンプライアンスと内部統制など、

ことを希望しています。

より従来型の役割を担っています。また、取締役会に属する割合は
低く、監査委員会との関係性も低く、意思決定支援に貢献しつつ

現在、EMEA地域の経理財務組織は数値化できるデータを意思

企業の経営陣の中で重要な役割を果たすと見られることは少ない

決定支援に提供しておらず、提供するデータに対する自信も低い

という結 果が出ました。 実 際、日本のCFOがCOOに報 告する

傾 向があります。 このため、経 理 財 務 部 門が戦 略 的 方 向 性 の

割 合 は、他の地域のCFOに比べて3倍近く
（15％）になります。

決 定を支援するケースは少なくなります。

戦略的計画立案やリスク管理報告は他の部門に報告されることが
多いので、経理財務部門が数値化できるデータを意思決定支援

EMEA地域の企業は、統合を進める中で、非常に多くの作業が

に提供するケースは少ない傾向にあります。その結果、経理財務

必要であると認識しています。しかしながら、
グローバル・スタン

部 門 の 立 場や影 響 力については、ほとんどの 回 答 者が中 庸な

ダードを義務付けている企業は多く、プロセス、テクノロジー、

見 方をしています。

および業務モデルの統合を部分的に達成している企業の数も
多いという結果が出ています。

実際、
これらの企業はデータの処理に苦しんでいます。世界各地に
おける支出の数値を入手するのに1日以上かかる企業が60％、入

規制や規則が強化されている状況で、他の地域の企業に比べ、

手できない企業が 5％でした。グローバル・スタンダードを推奨す

受託者責任や法的要件を満たすことに重点を置いていないのは

るだけの企業が大部分（59％）
で、
グローバル・プロセス・オーナー

やや意外です。さらに、コンプライアンス・プログラムの推進や

シップの導入率は、全地域の平均の半分です。このため、共通業務

内 部統制の強化についても、極めて優先順位が高いとは考えて

プロセスの使用、共通勘定科目導入、ERP環境の統合、最適な業務

いません。

モデルの導入を行う割合が低くなっています。
EMEA地域におけるリスク管理は、いまだに未成熟な段階にあり
日本企業におけるリスク管理は比較的未熟で、日常的なリスク

ます。 業績モニタリングにリスク評価指標が組み込まれていな

管 理 や過去とのトレンド比較分析を行っている企業も少なく、

いと答えたのが50％以上で、部門を越えたリスク管理を行って

コ ミュニケ ーションも 低 いレベ ル（ 部 門 長レベ ル ）にとどまる

いないと答えたのが大半（83％）です。このように、EMEA地域

傾向があります。しかし、関係者とリスク・データを共有する日本

の企業は、重大なリスク・イベントへの準備が整っていないと認める

企業の数は多いという結果が出ています。

割合が高くなっています。EMEA地域の多くの企業は、業績モニタ
リングにリスク評 価 指 標を組 み 込 むにあたって最 大 の 障 害と

企 業 構 造が経 理 財 務 部 門 の 変 革を阻む可 能 性はありますが、

なっているのはデータであると考えています。

CFOは、データ定義とプロセスの標準化を行って、企業の今後の
道筋を照らし出す役割を目指す必要があります。

EMEA地域の企業は統合への道を進み続けているので、
リスク
管 理と業績管理の合致を達成するのは時間の問題だと思われ
ます。
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中南米

北米

戦略立案における主要なアドバイザーへと変化

コンプライアンスの枠を超えて

中南米地域の企業の大半は、
グローバル・マーケットへの進出を

北米地域の企業はいまだにコンプライアンス志向が強く、内部

目指しています。この地域の企業の規模は比較的小さいため、

統 制や内 部 監 査がCFOに報 告される傾 向が強く示され、この

他の部門（業績管理、人事、
IR、出納、
IT など）がCFOに報告する

姿勢は組織内に組み込まれています。受託者責任や法的要件に

割合が高くなります。これらの企業は高成長市場で事業を展開

重点を置く傾向も強く示されています。 ほぼ半数が、別の分野

しており、80％が過去2年間に大幅な組織改革を行っています。

（人事やサプライ・チェーンなど）に関しても報告を行うようです。

改革の規模の大きさと、改革の機会を与えられたことで、中南米

北米地域の企業では、グローバル・スタンダードの義務付けを

地 域 の 企 業は、成 長 戦 略を特 定 / 実 行 することに重 点を置く

行っている割合は低くなっています。

だけでなく、
コスト削減も目指しています。
他 の 地 域と同 様に、リスク管 理につ い てはやや 未 成 熟 で ある
この 地 域の CFOは、企 業 内 で 影 響 力 を 持 つ 傾 向 が 強 い よう

ことが示されています。正式なリスク特定活動、日常的なリスク・

で す。 経 理 財 務 部 の 効 率 性、成 長 戦 略 の 実 行、継 続 的 なプロ

モニタリング、 外 部 のネットワーク
（サプライヤー・ビジネス・

セス改 善、情 報 統 合、およびビジネスとの 足 並 みをそろえると

パートナー・お客様）
とのリスク情報共有、およびリスク認識値の

いう面で、自信を深めています。 経 理 財 務 部が経 営 陣 の 中で

設 定 を 行って いる割 合 は 低く、中 間 管 理 者 層 に 至るまで の 、

重 要な役割を果たしている傾向も強く、数値化できるデータを

リスク戦略に関する正式なコミュニケーションが確立されている

意 思 決 定 支 援に提 供し、戦 略 的 な 緊 急 課 題 の 設 定を支 援し、

割合も低くなっています。

取 締 役会と密接に協力しています。
北米地域の企業は、単なるコンプライアンスの枠を超え、
リスク
この地域において、企業全体に及ぶグローバル・スタンダードの

管理能力を強化する必要があります。リスク管理の責任がCFOに

義務付け、共通のデータ定義および共通の業務プロセスの使用

負わされる傾向が強いこの地域において、CFOは、何かを成し

が進んでいるのには、
この CFO の影響力と、
プロセス・オーナー

遂げることができる立場にあります。

シップの幅広い活用が原動力となっている可能性があります。
この地域では、ERP 環境の統合およびデータウェアハウスの統
合が進んでいる割合も高くなっています。このため、1 時間以内
に情報を “ 引き出す ” ことができ、そのデータに高い信頼が置け
るとの回答も、1.5 倍になっています。

しかしながら、
この地域の企業におけるリスク管理の枠組みは、
整ったものには程遠いようです。 部門を超えたリスク管理、正
式な業績 / リスク測定ツールの導入、日常的なリスク・モニタリ
ング、
リスク認識値の設定、およびトレンド比較を行っている割合
は低く、過去 3 年間に重要なリスクに遭遇している割合は高く
なっています。

中南米地域の CFO は、大規模な組織改革に加え、その影響力を
行使して、経営陣がリスク・プロファイルを特定し、
リスク管理の
枠組みを整えることを支援する必要があります。
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業種別調査結果
通信業

流通業および製造業

低成長市場のナビゲーター

世界規模での新たなリスクへの取り組みに奮闘

通信関連企業のほぼ半数（48％）が昨年大規模な変化を経験

流通業と製造業は共に、バリュー・チェーン全体に貢献する分野で

しており、他の業種に比べ、低成長市場で事業を展開していると

あり、共生関係にあります。このため、それぞれの経理財務管理の

考える傾向が強く出ています。 他の業種に比べ、コスト削減に

考え方も似たようなものになっています。複数の部門からCFOに

より成功していると考える企業が多いのには、近年の統合戦略

報告が行われ、経理財務組織が多大な影響力と主導権を発揮する

および買収戦略が原因となっている可能性があります。

傾向が強く出ています。世界各地で事業を展開する両業種では、
地域に関する報告に重点を置いていますが、製造業ではサプラ

この業種では、経理財務アプリケーションの統合、標準化（勘定科

イヤーに関する報告に、流通業ではブランドに関する報告に、より

目統一など）の達成、新たな業務モデル（シェアード・サ ービス

重点を置いています。

など）の導入においても、より成果を上げています。
製造業の企業は、自らの組織がより統合を進めていると考えて
経 理 財 務 部 門 内での 統 合 の 推 進によって、経 営 陣は、売 買 高、

おり、統合の強化が、弾力性と機動力の強化につながると見てい

総収入、利益を、新しい方法で考察できるようになります。これに

ます。グローバル・サプライ・チェーン、サイクル・タイム、および

よって、この業界における企業の今後を導き、低成長環境から

在庫が重要な要素であるこの業種では、機動力を重要視するのは

抜け出す方法を見つける力を得ることができます。

当然のことです。

流通業と製造業の両業種では、リスク管理はやや未成熟です。
流通業の企業では、正式なリスク管理システムを整えたり、正式な
リスク関連文書を用意したりしている割合が低くなっています。
予 測 解 析 など、より複 雑 なリスク管 理 の 概 念を導 入して いる
割 合については、
どちらの業種でも低くなっています。製造業の
企業では、全体的なリスク管理に関する情報についてサプライ・
チェーンや製造部門への依存度が高く、流通業の企業では、他の
業 種 の 企 業 に 比 べ、ビジネ ス・パ ートナ ー へ の 依 存 度 が 高く
なっています。

経 理 財 務 組 織 の 力が強く、グロー バ ル・サプライ・チェーンを
活用できるこれらの業界のCFOは、相互に依存する市場で新しい
リスクに対処できるよう、COOとより密接に連携したいと考えて
います。
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金融サービス業

公共業

中庸な姿勢

国民の信頼の維持

金 融 サ ービ ス 業 の 企 業 は、経 理 財 務 部 門 の 立 場 や 影 響 力 に

公 共 企 業のCFOは、受 託 者 責 任 や 法 的 要 件 を 満 た すことが

つ いて中庸な見方を示す傾向が強く出ました。これは、金融マネ

非 常に重要であると考える割合が30％近く高くなっています。こ

ジメント原則（リスク/リワードの関係、収益と成長の最適化）の

れは、国民の信頼を維持するためであると思われます。また、業

活 用 によって利 益を上げている企 業であることが理 由かもし

績を測定および監視する能力にも重きを置いています。 統合の

れません。金融サービス業の場合、他の業種と比べ、
CFOに報告

強化が意思決定支援の強化につながると信じる公共業のCFOが

する部門の数は少なくなります。この業種のCFOは、ビジネスと

他の業種より25％多いのは、
これが原因かもしれません。

足並みをそろえる割合が低く、成長戦略の作成において経営陣の
中で自らが主要な役割を果たしていると考える割合も低くなって

公共企業では、統合を推進するためにグループ標準を義務付ける

います。大半は、
グループ標準を義務付けるのではなく、推奨する

割合が20％高くなっています。 実際に、勘定科目の共通化を

のみです。

行って いる政 府 機 関 は、民 間 企 業に比 べ て27 ％ 多 いという
結 果 が出ています。ERPや経理財務アプリケーションの統合を

経 理 財 務 組 織に対 するあまりに中 庸 な 姿 勢、業 務プロセスの

したケースも、民間企業より大幅に多くなっています。

標準化の欠如、およびこの業種の利益追求的な性質が、構造的
複雑さを増大させる要因になっている可能性があります。この

過去3年間に重大なリスクに遭遇したかどうかについては、公共

業種では次の面において立ち遅れていることがわかりました。

企 業では過去3年 間に重 大 なリスクに遭 遇した割 合が少 な い

●

経理財務アプリケーションの統合

ことを示す結 果が出ています（ 調 査 全 体では52 ％がリスクに

●

勘定科目の共通化

遭遇しましたが、公共企業の場合は35％でした）。また、正式な

●

企業全体にわたる、共通のデータ定義の厳守

リスク特定活動や日常的なリスク・モニタリング / リスク管理の

これが原 因で、金 融サ ービス業 の 企 業は、1時 間 以 内に欲しい

導入率も低くなっています。

データを手に入れる割合が低くなっています。
最 終 利 益 算 定 に 向 け て 複 数 の 測 定 基 準 が あ る 公 共 企 業の
しかしながら、
金融サービス業の企業がより多くのリスク管理活動を

CFOは、企業の業績を正確に測定し監視する方法を見出す取り

導入しているのは当然なことです。多くの金融サービス業の企業は、

組みを実施し続ける必要がありますが、
この課題を克服すること

高度なリスク管理戦略を日常業務に組み込み、
リスク管理に関連

によって、国民の信頼を獲得し続けることができるのです。

する公式な文書、プロセス、およびインフラストラクチャーを構築
していると報告しています。金融サービス業においては、複数の
部門にまたがる委員会がリスクを処理している傾向が強く、経営
幹部がリスク管理の役職に指名されるときには、
CEOやCFOでは
なくCIOが指名される割合が高くなります。この業種では、統合
されたリスク管理プログラムを整備したことによって、
メリットが
生まれています。この業種の企業は、全体的に、
リスクにより迅速
かつ効果的に対応できると考えています。

この業種の経理財務専門家は、
リスク管理のために企業が統合を
より強化するにあたっての重要な課題として、
データ自体と、統合を
可能にするテクノロジーを挙げる傾向が強く出ました。しかし
ながら、これまでに説明したデータは、金融業の企業のCFOも、
テクノロジーを真に役立たせるために、基準と共通業務プロセス
の確立に重点を置く必要があることを示しています。
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企業規模別調査結果
収益10億ドル未満の企業

収益10億ドル〜50億ドルの企業

シンプルさの維持

成長に伴う課題

当 然 ながら、規 模 の 小さい 企 業 では、より多くの 部 門（コンプ

これらの 企 業では、グローバル・スタンダードの 導 入 率が低く

ライアンス、人 事、IT、アウトソーシング、シェアード・サ ービス

なっています。これらの企業は、成長するにしたがって、
より規模の

など）が、CFOに報告を行います。また、データの整合性の責任が

大きな組 織が基 準を義 務付け維 持している方 法を探りたいと

部 門 のトップ（COO、CFO、CHRO、CIO など）に 課 せられる

望むようになります。

傾 向も強くなります。これらの企業では、共通業務プロセスの
導入率が平均より27％高く、ERP環境の統合を行ったのは平均
より27％多く、経理財務アプリケーションの統合を行ったのも

収益50億ドル〜200億ドルの企業

平均より33％多いのです。このようなことによって企業は構造
的な複雑さを軽減しています。

簡素化を目指す

しかしながら、小規模企業では、シェアード・サービス、意思決定

収益50億ドル以上の企業のほぼ半数が、シェアード・サービスを

支 援の専門領域サービス拠点、およびアウトソーシングの利用

導 入して います。 収益50億ド ル 〜 200億ド ル の 企 業 では、

については、導入率が低くなっています。

現 在、データウェアハウスの統合に重点を置いています。 収益
50億ドル 以 上 の 企 業 は、当 然 のことながら、地 域・地 区 別 の

これらの小規模企業では、日常的なリスク・モニタリングを行う

状況に関する報告を行う割合が高くなります。

割合は低く、CEO をリスク管理の責任者にする割合は高くなっ
ています。

これらの企業は、支援機能やデータの必要性が増したことによる、
構造的な複雑さに直面するようになります。これらの企業では、

これらの企業が成長するにしたがって、より規模の大きい企業が

最 適な業務モデルの導入やテクノロジーの合理化によって、
この

成長に伴って抱える課題を回避するために、基準の義務付けと

課題に取り組んでいます。

維持を行う必要があります。
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収益200億ドル以上の企業
サプライズを排除し、敏しょう性を重視
最大規模の企業は、
グローバル・スタンダードを義務付けている

企業がその規模を拡大するにしたがって、
リスク特定活動を正式

割合が最も高い結果となりました。これらの企業は、
より大規模な

化する傾向が強まります。 それにも関わらず、これらの企業の

グローバル統合を目指しています。

正 式な業 績モニタリングにリスク評 価 指 標が組 み 込まれてい
ないケースが多くなっています。これらの大規模企業は、
調査対象

これらの大規模企業では、受託者責任や法的要件を満たすこと、

企業のうち17％に上りますが、部門を超えたリスク管理委員会を

コンプライアンス・プログラムの推進と内部統制の強化、および

設置している割合が1.4倍になっています。
リスク管理の責任者に

企業全体のリスクへの対応とその管理 / 軽減に重点を置く傾向

CIOを任命している割合も30％多くなっています。

が強くなります。また、コンプライアンス・プログラムの推進と
内 部統制の強化については、より効果的に実施していると評価

大規模企業は、増大する複雑さの管理に苦慮しています。それ

する傾向も強くなっています。

ゆえに、統制型活動や広範囲にわたるリスク・プログラムに重点を
置いていますが、組織内のデータの把握に苦労しています。この

しかしながら、データの全体像をまとめることには困難を感じて

ため、これらの企業では、共通のデータ定義や共通の業務プロ

います。1時間以内に世界各国からデータを “引き出す” ことがで

セ スの 導 入に関わる多くの 作 業に、優 先 的に取り組 む 必 要 が

きる企業の割合は、平均より35％も低くなります。ほぼ半数が、

あります。

データの 収 集に1週 間 以 上 必 要とします。6 ％ の 企 業が、世 界
全体の出張費などの、データの全体像を把握できません。全調査
会社ではCFOの4分の1がIT部 門から報 告を受けているのに
対し、これらの大規模企業においてはIT部門からの報告を受ける
割合が低くなっています
（17％）。

これらの大規模企業にとって、
リスク管理とはサプライズをなく
すことを意味します。これらの企業はまた、統合の強化によって、
弾力性と敏しょう性を強化することを目指しています。これらの
目標を達成するために、予測解析を実施する割合が35％高く
なっています。
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調査結果
貴社の組織でCFOの管轄下にある機能にはどのようなものがありますか。当てはまるものをすべて選択してください。
（率）
経理業務

93%

事業/経理財務分析

81%

財務

72%

税務

72%

内部統制

68%

業務支援/業績管理

54%

コンプライアンス
（法令遵守）

50%

リスク管理

49%

シェアード・サービス
（財務および経理関連）

40%

内部監査

38%

IR

36%

戦略計画/事業開発

34%

アウトソーシング
（財務および経理関連）

28%

情報システム

27%

調達・購買

24%

その他

13%

人事/総務

11%

業務提携管理

11%

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

80％

90％

100％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

貴社では、CFOは誰に報告しますか（レポートライン）。
その他
8％
最高経営執行者（COO）
5％

最高経営責任者（CEO）
87％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

次の記述のうち貴社の組織構造を最も良く表現しているのはどれですか。
（率）
一元的・集権的に管理・経営されている会社

44%

分権型の組織で管理・経営がされている会社

28%

純粋持ち株会社

16%

官公庁/公共団体など非営利組織

0％

13%

10％

20％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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30％

40％

50％

次の記述のうち貴社の企業体を最も良く表現しているのはどれですか。
（率）
24%

統合型

45%
38%

多国籍型

27%
36%

ドメスティック
（国内）型

該当なし

24%

■ 現在
■ 将来の目標

2%
5%

0％

10％

20％

30％

40％

50％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

貴社の経営環境をどのように考えますか。競争力の観点。

経営環境 − 競争力

25%

0％

10％

35%

20％

30％

40％

29%

50％

60％

70％

■［5］同業者/市場より優れている
■［3］同業者と同水準
■［1］同業者の平均以下

9%

80％

90％

2
%

100％

■［4］同業者水準よりやや優れている
■［2］同業者水準よりやや劣っている

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

貴社の経営環境をどのように考えますか。外部環境/市場の観点。

経営環境 − 外部環境/市場

14%

0％

10％

31%

20％

30％

40%

40％

50％

■［5］高成長
■［2］やや低成長

60％

9%

70％

80％

■［4］やや高成長
■［1］低成長

90％

6%

100％

■［3］緩やかな/安定成長

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

貴社の経営環境をどのように考えますか。組織のダイナミクスの観点。

経営環境 − 組織のダイナミクス

0％

35%

10％

20％

34%

30％

40％

50％

3
6% %

22%

60％

70％

80％

■［5］動的： 過去1年以内に大きな変化あり
■［3］過去2年以内に大きな変化なし
■［1］静的： 過去5年以内に大きな変化なし

90％

100％

■［4］過去2年以内に大きな変化あり
■［2］過去3年以内に大きな変化なし

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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貴社の経理財務部門にとって、次の各分野に対する責任の重要度を教えてください。
業績の評価/監視

38%

法令遵守

44%
49%

継続的な業務改善

27%

31%

組織内の人材開発
経理財務部門とビジネスとの整合性確保

20%

43%

37%

3% 1%

22%

37%

31%

2
%

15%

4%

20%

5%

21%

4% 1%

44%

1%

コスト削減の推進

34%

39%

21%

5%

経理財務関連のコンプライアンス活動推進と内部統制の強化

35%

38%

22%

5% 1%

成長戦略を立案し実行するための情報の提供

34%

リスク管理/軽減に対する支援

22%

会社全体の情報統合の推進

22%

0％

10％

37%
44%
40%

20％

30％

■［5］極めて重要

40％

19%

6% 3%

28%

6%

29%

50％

■［4］かなり重要

60％

70％

80％

■［3］重要

1%

1%

8%

1%

90％

100％

■［2］少し重要

■［1］重要ではない

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

貴社の経理財務部門において、次の各分野の活動はどの程度効率的に遂行されているとお考えですか。
業績の評価/監視

17%

法令遵守

43%
38%

継続的な業務改善 6%
組織内の人材開発

31%

13%

コスト削減の推進

12%

成長戦略を立案し実行するための情報の提供

7%

リスク支援/管理/軽減に対する支援

8%

0％

45%

20％

29%

42%

40％

50％

70％

1%
2
%

12%
20%

60％

1%

6%
15%

46%

30％

1%

13%

43%

25%

10％

8%

35%

37%

会社全体の情報統合の推進 5%

3
%

36%

33%

2
%

18%

42%

20%

2
%

15%

42%

39%

1%

18%

42%

29%

経理財務部門とビジネスとの整合性確保

経理財務関連のコンプライアンス活動推進と内部統制の強化

42%
35%

8%

8%

80％

90％

1%
3
%

100％

■［5］非常に効率的 ■［4］かなり効率的 ■［3］効率的 ■［2］少し効率的 ■［1］効率的でない
出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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貴社の経営に関して、継続的定期的にはどの観点（切り口）からの報告をしているか、下記からすべて選択してください。
ビジネス・ユニット/事業部門別

80%

グループ内の会社別

64%

地域別

53%

製品/ブランド別

51%

業務機能別（例：人材管理、
サプライ・チェーンなど）

41%

顧客別

38%

業界/業種別

32%

リスクのタイプ別（例：金融サービスにおける市場・信用・オペレーションリスク等）

27%

社員別

25%

チャネル別

22%

サプライヤー別

16%

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

80％

90％

100％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

以下に企業におけるCFO/経理財務部門とその他の組織との関係について記載しています。
これに対し、
どの程度同意できますか。
経理財務部門は、会社の経営陣の主要部分をなしている

56%

経理財務部門は、
取締役会に対して業績指標を提示し、
取締役と密接に協力している

35%

経理財務部門は、
監査役会、
監査委員会と会社との間の連携を調整している

35%

経理財務部門は、
会社の戦略と対応すべき課題を定義するための支援を行っている

39%

0％

10％

20%

41%

28%

30％

40％

50％

■［5］強く同意する
■［2］一部同意しない

70％

10%

80％

■［4］ 一部同意する
■［1］強く同意しない

2%
2%

7%

9%

23%

60％

3%
6%

28%
40%

20％

9%
18%

28%

20%

経理財務部門は、
意思決定支援のための定量的なデータのほとんどを提供している

30%

6%

90％

2%
2%

100％

■［3］中立

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

経理財務部門に配分されている仕事量をパーセンテージで表すと、現在および3年後では、
それぞれどのくらいになるとお考えでしょうか。

現在

50%

3年後

0％

23%

34%

10％

20％

27%

27%

30％

40％

50％

39%

60％

70％

80％

■ 日々の業務処理
（例：伝票処理等）
■ 意思決定支援/業績管理活動

90％

100％

■ 統制
（リスク管理含む）
活動

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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より高度に統合されたインフラに対するあなたのお考えは、次のうちどれに近いですか。
（統合されたインフラとは、統合された業務プロセスや、
さらに高い透明性確保につながるデータ、
テクノロジー等を指します）
実行は難しい、
しかしメリットが具体的に見えてくれば優先課題となる

69%

相当なメリットがあると考えるが実行は困難である

24%

優先事項ではない

6%

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

50％

60％

70％

50％

60％

70％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

より高度に統合されたインフラについて検討する場合、以下の潜在的なメリットのうち、
どれが最も重要だと思われますか。
（上位3項目を選択してください）
スケール・メリットを通じてさらに大きな効果と効率が望める

45%

透明性がさらに高まり、
主要な意思決定支援サイクルを短縮できる

44%

コミュニケーションや共同作業が促進される

41%

意思決定への支援が強化できる

26%

他部門・他地域でのスキルの有効活用

26%

（営業・セールス活動の統合や複数事業に対する間接部門など）

あらゆる事業イベントに対する対応力とスピードを向上させることができる

22%

業務効率のさらなる向上と収益性に対するリスク低減

22%

全世界に存在する人的資産と資本を活用できる

21%

継続的な改革が促進される

17%

顧客満足度の向上につながる

17%

0％

10％

20％

30％

40％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

貴社では、情報の精度/完全性の保証についてどなたが責任を負っていると見なされていますか。
（1つ選択してください）
業務機能分野の長（COO、CFO、CHRO、CIOなど）

42%

ビジネス・ユニット/事業部門

27%

ビジネス・プロセス・オーナー

13%

（注：組織を超えたプロセスの遂行と統制に責任を持つ）

コーポレート
（本社部門）
各グループ会社
地域統括

0％

11%
4%
2%

10％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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20％

30％

40％

たとえば先月貴社において世界中で使われた海外を含む出張費をレポートするためには、
どのくらいの時間がかかりますか。
1時間程度

45%

1日以内

24%

1日〜1週間未満

21%

1週間以上
当社では世界中の出張費の概要を入手できない

8%
3%

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

60％

70％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

海外を含む出張費の数字の精度/完全性についてどの程度信頼性がありますか。
［5］100％信頼性がある

25%

［4］ある程度信頼性がある

50%

［3］どちらとも言えない

17%

［2］あまり信頼性がない
［1］信頼性がない

0％

6%
2%

10％

20％

30％

40％

50％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

全世界で適用するグループ標準（プロセス、
データ、
テクノロジーなど）に関する貴社の企業理念は以下のうちどれに近いですか。
当社は、
グループ標準に全く価値を見出していない
（検討もしていない）
2％

グループ標準は全ビジネス・ユニット/事業部門に対して
義務付けられ、実施されている
50％

グループ標準はない−業績を最大化するために
ビジネス・ユニット/事業部門の裁量に委ねている状況
9％

グループ標準は推奨されているが、
ビジネス・ユニット/事業部門の裁量が容認されている
39％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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経理財務の構造的な複雑さに対応する、下記に挙げられたプロセス、
テクノロジー、業務処理作業モデルの改善策について、
あなたの組織の取り
組み状況はどうですか。各項目について、貴社の状況を最もよく表現しているものを1つ選択してください。
勘定科目の共通化/情報体系の標準化

56%

29%

2
%

13%

共通・共用データ定義の厳守

37%

39%

18%

5%

標準化された共通業務プロセスの使用

37%

38%

19%

5%

プロセス

（債務処理方法の標準化など）

グローバルでプロセス・オーナーシップを厳守
分散したERP環境の統合

26%
30%
21%

データウェアハウスの統合

20%

日常業務処理でのシェアード・サービスの利用

アウトソーシングの利用

43%

35%

10％

20％

12%

24%

17%

30%

28%

40％

業務処理作業モデル

27%

32%

30％

テクノロジー

12%

32%

31%

8%

12%

24%

36%

12%

12%

23%

24%

0％

23%

35%

経理財務アプリケーション

（計画、予測、
ワークフロー、帳票ツールなど）
の統合

意思決定支援と分析サービスでの専門領域サービスの利用

39%

32%

50％

60％

70％

80％

90％

100％

■ 全社的に遂行
［> 75％］ ■ 部分的に遂行
［25％ - 75％］ ■ 着手
［< 25％］ ■ 採用する計画はない
出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

下記に挙げた貴社事業の各側面において、企業全体のリスク戦略はどの程度の影響力を持っていますか。
（下記の何を目的にリスク管理をしていますか）
予想外の事柄の解消

23%

43%

収益率の改善

16%

リスクテイクに対する対価の向上

16%

42%

弾力的な対応力の向上

15%

44%

より正確な事業計画

15%

予測精度の向上

14%

0％

24%

31%

32%

20％

30％

8%
8%

30%

8%

29%

42%

10％

13%
29%

42%

10%

29%

40％

50％

60％

10%

70％

2
%

9%

80％

90％

4
%
2
%
4
%
5
%

100％

■［5］顕著な影響 ■［4］かなり影響 ■［3］影響あり ■［2］少し影響 ■［1］影響なし
出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

あなたの部門による業績管理とリスク管理のアプローチに関して、以下の記述のうち最も近いものを選択してください。
正式な業績モニタリングは実施しているが、
リスク評価指標は含まれない

45%

正式なモニタリングとして、業績とリスクの両方とも実施されているが、
別々に行われている
（ツール、
プロセス等が別である）

25%

正式な業績モニタリングに、
リスク評価指標も取り入れられている
正式なリスク評価指標や業績管理ツールがない

0％

26%
3%

10％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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20％

30％

40％

50％

60％

70％

あなたが業務横断的にリスクを管理する場合、
リスク評価プロセス・リスク低減プロセスに主として貢献するのはどの部門ですか。
（当てはまるものすべてを選択してください）
業務横断的にはリスクを管理していない

78%

経理財務部門

51%

企画部門

46%

研究開発部門

45%

マーケティング部門

42%

法務部門

39%

財務部門

28%

IT部門

25%

人事部門

21%

監査部門

19%

サプライ・チェーン部門

17%

市場の情報（例：市場分析専門部門等）

12%

製造部門
ビジネス・パートナー
（例：アウトソーシング・プロバイダーなど）

0％

11%
8%

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

80％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

あなたの部門は、過去3年間に、業務運営や業績に著しく影響を与える重大なリスク・イベントに遭遇しましたか。

いいえ
48％

はい
52％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

そのリスク・イベントに対してあなたの部門の準備状況はどうでしたか。
十分に準備できていた

9%

準備ができていた

24%

普通

18%

やや準備ができていた

16%

あまり準備できていなかった

0％

33%

10％

20％

30％

40％

50％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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貴社でリスク管理のためにデータを統合しようとした場合、最も大きな障害となるのは何ですか。
（上位2項目を選択してください）
文化（企業文化、改革への抵抗、経営からの支援の欠如など）

38%

データ自体（標準化、品質、可用性の欠如など）

33%

使用可能なテクノロジー
（リスク管理のためのプラットフォーム/ツールの欠如）

29%

プロセス
（標準化の欠如など）

28%

組織（ガバナンス、
インフラ、利害対立など）

25%

システムへのアクセス制御/プロセス制御
（リスク管理のシステム化が不十分）

11%

予算面（予算不足、確定した予算がないなど）

6%

0％

10％

20％

30％

40％

50％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

次に挙げるリスク管理活動のうち、貴社が会社全体で取り組んでいるものはどれですか。
（当てはまるものすべてを選択してください）
各部門の正規の責務として組み込まれている、
リスク識別・認識活動

52%

日常の管理・監視と報告に、
リスク関連の項目を含めている
（ダッシュボード/スコアボードにリスク関連の項目も含んでいる）

50%

主なリスクと業績指標のトレンド比較
（差異分析など）

42%

リスク認識値の設定
（対応策を発動するトリガー、条件など）

32%

リスク調整後業績予測と計画

29%

リスクを評価＆監視するための予測解析/モデリング

27%

リスク資本とその配分（リスク許容範囲の定量的管理）

21%

外部とのリスク情報共有
（サプライヤー、
ビジネス・パートナー、
お客様など）

16%

リスク管理システムへのアクセス制御/プロセス制御の組み込み

16%

当社には、正規のリスク・フレームワークが存在しない

13%

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

経理財務部門は企業のリスク管理に対してどの程度貢献していますか。
財務報告リスクをはじめとするコンプライアンス・リスク
（法的な規制など）

67%

流動性リスク

63%

信用リスク

サプライ・チェーンの崩壊リスク

39%

18%

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

20％

■ 完全に貢献

40％

50％

■ 部分的に貢献
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（IFO：統合された経理財務組織）
が可能にするリスクと業績のバランス

60％

3
%

10%
10%
18%
13%

41%

30％

5%

34%

31%

10％

11%
12%

40%
42%

9%

5%

35%

31%

11%

10%

30%

38%

11%

0％

62

30%

21%

ITリスク

風評リスク

25%

55%

市場リスク

偶発的/災害リスク
（例：世界的伝染病など）

23%

59%

金銭的な詐欺のリスク
（例：横領）

1
6% %

26%

19%

70％

80％

90％

■ 特定の問題に限って貢献

100％

■ わからない

貴社において企業リスク管理の｢総括責任者｣は誰ですか。
この3年間で誰が総括責任者になることを期待しますか。
（当てはまるものすべてを選択してください）
61%

CFO

55%
50%

CEO

47%
27%

CIO/CTO

31%
26%

監査役会/監査委員会

27%
19%

チーフ・リスク・オフィサー

20%
18%

COO

17%
18%

経理・財務の担当者（経理部長、財務部長など）

18%
13%

分散型オーナーシップ

13%
13%

CXO以外のビジネス・ユニット/事業部門の長など

13%
12%

さまざまな分野のメンバーで構成されたリスク委員会

企業のビジネス・リスクのオーナーはいない

16%

■ 現在
■ 今後3年以内

4%
1%

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008

あなたはどのステークホルダー
（利害関係者）のために企業のビジネス・リスクに関するアセスメント・リスク受容について
正式に文書化し通知していますか。
（当てはまるものすべてを選択してください）
CEO/CFO/その他のコーポレート・オフィサー

69%

取締役会

64%

ビジネス・ユニット/事業部門の長

49%

中間管理職

20%

社外の当事者
（お客様、
サプライヤー、
主要なビジネス・パートナー）

10%

社員全員

9%

正式な企業リスク管理の文書化または通知を行っていない

9%

現在、
企業リスク管理の方法を検討中
今後3年以内に企業リスク管理方法を正式に文書化
または通知することを計画している
0％

5%
4%

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

出展：IBM Global Business Services、
The Global CFO Study 2008
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業界ごとの差異を標準化するため、株価の複合年間成長率（CAGR）は、個々の企業株価のCAGR と、
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Integrated Finance Organization
（IFO：統合された経理財務組織）
が可能にするリスクと業績のバランス

お問い合わせ先

IBM グローバル・ビジネス・サービス
IBM グローバル・ビジネス・サービスは、世界160カ国以上において、業界知識と洞察、そして高度な研究成果とテクノロジーの専門
知識を組み合わせることにより、お客様のビジネスの分析、最適化、そして変革を可能にします。私たちは、お客様のパフォーマンスと
プロセスの向上のため、そしてお客様が競争優位性を確 立し、ビジネスで成 功するために貢 献することを目標としています。

フィナンシャル・マネジメント・サービスについて
I B M グローバル・ビジネス・サ ービス フィナンシャル・マネジメントは、多 様な実 務 経 験や業 界 知 識を有するプロフェッショナル
から構成されるグローバルな組織です。5つのエリアでのサービス提供を通じて、経理財務部門の変革のお手伝いを行っております。

1.

フィナンシャル・ストラテジー：経理財務のビジョン策定

2.

パフォーマンス・マネジメント＆アナリティクス：業績管理の仕組み構築 / 予算制度の策定 / 情報基盤の設計

3.

フィナンシャル・オペレーション・インプルーブメント：業務効率化 / 決算早期化 / シェアード・サービス / アウトソーシング

4.

フィナンシャル・アプリケーション：各種 ERP パッケージ・各種連結パッケージ導入 / 選定

5.

リスク・マネジメント：内部統制・企業改革法対応支援 / バーゼル II 規制対応支援

本レポートに関するご意見、ご感想をお聞かせください。

お問い合わせ
IBM ビジネスコンサルティング サービス株式会社
〒100-6318
東京都千代田区丸の内2-4-1

丸の内ビルディング18階

Tel.03-6250-8500

http://www.ibm.com/services/bcs/jp/
E-mail: ibcsmktg@jp.ibm.com
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