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Executive Summary
エグゼクティブ・サマリー

日本は常に優秀な国家を自負してきた。財務担当幹部の
領域では、日本を拠点とする多国籍企業や金融サービス
企業の多さ、優秀な財務プロフェッショナルの数に実証
されるように、財務分野の先進性ではアジアや世界の基
準と見なされている。

ロバートハーフは、今日の厳しいグローバル経済におけ
るCFO（最高財務責任者）の意義を検討すべく、ファイ
ナンシャル・リーダーシップ・フォーラムに再び選りす
ぐりの専門家を集めた。そしてこのパネリストたちが、
当社パートナーの財務管理者協会（FEI）日本支部ととも
に、自身が直面するリスク、課題、優先事項、そして先
頭を行くための戦略を探った。

フォーラムでは、規制の強化や採用方針の重要性、地域
の異文化間の問題から、組織改編を促す財務担当幹部の
能力まで、数多くのトピックを取り上げた。

1つの結論は明らかである。日本の財務担当幹部の役割
は、世界のその他の地域と同様に劇的な変化を遂げてい
る。CFOの役割はもはや、経理や予算の技術的側面に限ら
れない。現代のCFOは、自社の最高経営責任者（CEO）と
連携して、事業の成長を推進し企業の長期的ビジョンを
実現させている。

この新たな時代に対応するには、新たなタイプのCFOが必
要である。当社は幸運にも、こうしたタイプの財務担当
幹部を代表する5人のパネリストを迎えることができた。
分野を問わず、トップの議論は常に刺激に満ちている。
このホワイトペーパーでは、状況がどのように変化し、
なぜ変化したのか、そして財務担当幹部がどのように職
責の増加に対応すべきかについて、パネリストの見解を
まとめる。

デヴィッド・ジョーンズ
アジア太平洋地域担当マネージング・ディレクター
ロバートハーフ・インターナショナル

Japan has always been a nation that prides itself on 
excellence. In the field of financial leadership, Japan is seen 
as a benchmark for Asia and the world, evidenced by the 
large number of multi-national corporations and financial 
services players based in the country, as well as the number 
of quality financial practitioners who work there.

Through its Financial Leadership Forum series, Robert Half 
again brought together a selection of top professionals to 
examine what it means to be a CFO in today’s challenging 
global economy. Together with our partner, the Financial 
Executives International (FEI) Japan Chapter, our panelists 
explored the risks, challenges and priorities they face, and 
the strategies they employ to stay ahead.

There were plenty of topics to cover – from the increase in 
regulations, the importance of hiring policies and regional 
cross-cultural issues, through to the ability of finance leaders 
to be the catalyst for organizational change. 

One conclusion is clear – the role of the finance leader in 
Japan is undergoing dramatic change, as is the case in other 
parts of the world. No longer is the CFO’s role confined to 
the technical aspects of accounting and budgeting – the 
modern CFO works in partnership with their CEO to drive 
business growth and to bring to life a company’s long-term 
vision.

These new demands create the need for a new type of CFO. 
And we were fortunate to have five panelists that represent 
this new breed of finance leaders. When the top minds in 
any field engage each other in conversation, the discussion 
is always stimulating. This white paper brings together their 
insights into how and why the game has changed, and what 
finance leaders can do to meet their growing responsibilities.

David Jones
Managing Director, Asia Pacific
Robert Half International

Share this report on Twitter or LinkedIn

http://twitter.com/intent/tweet?text=Find out the risks, challenges and priorities CFOs are facing today, and the strategies they employ to stay ahead http://bit.ly/UQRFeA
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.roberthalf.jp/cfo-challenges-priorities?lng=en_JP
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Panelists
パネリスト

Ms. Yaeko Amano
Chief Financial Officer
BNP Paribas Securities (Japan) Limited

Mr. Greg Fenich
Chief Financial Officer
Microsoft Japan

Mr. David Junius 
Executive Vice President & CFO
Chartis Far East Holding KK

Mr. John Kawase
Vice President and Lead Controller, North Asia
American Express International Inc.

Ms. Kana Odawara
Senior Vice President Finance Transformation
Coca-Cola (Japan)

Moderator
Mr. Tim Hird
Executive Director
Robert Half Management Resources

ヤエコ・アマノ氏
CFO
BNPパリバ証券株式会社

グレッグ・フェニチ氏
CFO
日本マイクロソフト

デヴィッド・ジュニアス氏 
エグゼクティブ・バイス・プレジデント（EVP）兼CFO
チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社

ジョン・カワセ氏
北アジア地域担当バイス・プレジデント（VP）兼リード・コントローラー
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.

カナ・オダワラ氏
財務改革担当シニア・バイス・プレジデント（SVP）
日本コカ・コーラ株式会社

司会
ティム・ハード氏
エグゼクティブ・ディレクター
ロバートハーフ・マネジメント・リソース

(Left to Right): Tim Hird, John Kawase, Yaeko Amano, David Junius, Greg Fenich, Kana Odawara

Share this report on Twitter or LinkedIn

http://twitter.com/intent/tweet?text=Find out the risks, challenges and priorities CFOs are facing today, and the strategies they employ to stay ahead http://bit.ly/UQRFeA
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.roberthalf.jp/cfo-challenges-priorities?lng=en_JP
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Key priorities and concerns of today’s 
finance leaders

CFOs live with the 
daily tension of 
trying to balance 
cost control while 
providing investment 
and support for 
business growth.  
This discipline forces 
them to take a hard 
look at all aspects of 
the business – not 
just the bottom line.

Financial stewardship versus 
investing in sustainable growth

While the world economy has changed, 
one of the key priorities of the modern 
finance leader remains the same – the 
pressure to control costs while finding 
the resources to fund innovation, 
expansion and growth.  

According to the panelists, when the 
economy turns sour there is no way to 
avoid taking a hard look at the internal 
operations of a business as the focus 
is on survival. But when times are good 
the focus shifts to the possibilities and 
opportunities, and away from the day to 
day management of costs.  

So when the outlook is neither rosy 
nor bleak, should a CFO champion 
cost cutting and reduction, or argue for 
investment and expansion?  

Greg Fenich, CFO of Microsoft Japan, 
understands this problem well. “The 
benefit of a downturn in the economy 
is that it forces you to look at where 
you are productive and efficient. When 
things are going well, you tend to keep 
looking forward. You don’t always 
spend enough time making sure you’re 
as efficient as possible. But in the 
technology industry, because it is so 
fast moving, it is also important to be 
investing.”

So how does an industry giant like 
Microsoft deal with this conundrum?  
Mr. Fenich is clear that you don’t let 
up on the investment, but you have 
to find efficiencies elsewhere. “When 
we look at Microsoft compared to 
its competitors, we actually have the 
highest investment in R&D. However 
that doesn’t mean we get lazy 
elsewhere. Every company, if they 
were to take a hard look at it, would 
find areas where they can do more 
with less.”

Another major industry, insurance, 
faces a similar dilemma. David Junius, 
Executive Vice President & CFO of 
Chartis Far East Holdings KK explains: 
“When things are smooth, when 
access to capital is easy or when the 
economy is growing, the opportunities 
are so big that you don’t focus on the 
small things.” 

CFOs responding to change

Mr. Junius believes tough economic 
times force a company to look at 
fundamental change, rather than the 
incremental change that usually takes 
place within an organization. For Mr. 
Junius, the question is, “are there totally 
new ways of looking at things that can 
get the expense savings we want, or 
can we do something really different 
to free up capital in a way that’s not 
incremental, but transformational?”

Companies in Japan face the 
additional pressure of trying to achieve 
efficiencies at a time when the nation’s 
role as a regional Asian leader is under 
threat from Hong Kong, Singapore 
and Shanghai. This places additional 
urgency on the need to be creative and 
to find new ways to create value for 
companies and their consumers.

As a Japanese CFO working in 
Japan, Yaeko Amano of BNP Paribas 
Securities  (Japan) Limited puts it this 
way: “What we see is that Japan is no 
longer the leading country in the Asian 
region. Ten years ago in the financial 
industry, Japan was the country 
managing overall in the Asian region, 
however this leading function as the 
Asian regional hub has now moved 
to Hong Kong or Singapore along 
with the weakness of the Japanese 
economy. This is a big loss to Japan. 
We must find the value that we (Japan) 
can add to the company. That is what 
we should focus on.”

Share this report on Twitter or LinkedIn

http://twitter.com/intent/tweet?text=Find out the risks, challenges and priorities CFOs are facing today, and the strategies they employ to stay ahead http://bit.ly/UQRFeA
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.roberthalf.jp/cfo-challenges-priorities?lng=en_JP
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今日の財務担当幹部の主な優先事項と関心事

CFOは、バランス良く
コストを管理しつつ、
事業の成長に資金とサ
ポートを提供するとい
う難題に、日々直面し
ている。このために
は、最終的な損益だけ
でなく事業のすべての
側面を綿密に検討する
必要がある。

財務管理か持続的成長への投資か

世界経済が変化しても、現代の財務担
当幹部の主な優先事項は変わらない。
革新や拡大、成長への資金源を確保し
つつ、コストを抑制することだ。

パネリストによると、経済情勢が悪化
すると、企業の存続が重視され、必
然的に社内業務が厳しく吟味される。
一方、景気が良いときは、日々のコス
ト管理ではなく可能性や機会に重点
が移る。

では、見通しが明るくも暗くもないと
き、CFOはコスト削減を訴えるべきだ
ろうか、それとも投資や拡大を主張す
べきだろうか。

日本マイクロソフトのCFO、グレッ
グ・フェニチ氏はこの問題を十分に理
解している。「景気低迷のメリット
は、生産的かつ効率的な部分に目が向
くことです。物事がうまく行っている
場合は、前ばかり見る傾向があり、効
率性を最大限に高めるために十分な時
間を費やしません。しかし、動きの速
いテクノロジー業界では、投資を続け
ることも重要です。」

では、マイクロソフトのような業界大
手はこの難問にどのように対処してい
るのだろうか。フェニチ氏は、寛大に
投資を行うのではなく別の部分で効率
性を見出さなければならないというこ
とを知っている。「マイクロソフトを
競合他社と比較すると、研究開発費
（R＆D）への投資額が最も高くなっ
ています。しかし、これは他の部分を
疎かにしているという意味ではありま
せん。綿密に検討すれば、どの企業で
も少ない投資で成果を出せる分野が見
つかります。」

別の主要業界である保険業界も同様の
ジレンマに直面している。チャーティ
ス・ファー・イースト・ホールディン
グス株式会社のエグゼクティブ・バイ
ス・プレジデント（EVP）兼CFO、デ
ヴィッド・ジュニアス氏は次のように

説明する。「物事がうまく進んでいる
ときや資金調達が容易なとき、経済
が成長しているときは、機会が非常
に大きいため小さなことは重視されま
せん。」

変化に対応するCFO

ジュニアス氏いわく、厳しい経済状況
では、企業は組織内で常に起こってい
る漸進的な変化ではなく根本的な変化
に目を向けざるを得ない。ジュニアス
氏にとって問題となるのは、次の点で
ある。「必要な費用削減を実現するま
ったく新しい方法はあるのでしょう
か、もしくは漸進的ではなく変革的な
方法で、資金を確保することは可能な
のでしょうか。」

日本企業は、アジアのリーダーたる日
本の地位が香港、シンガポール、上海
に脅かされつつある現在、効率性の実
現にさらに力を入れている。創造性を
発揮し、企業と消費者にとっての価値
を生み出す緊急性が高まっているから
である。

日本で働く日本人CFO、BNPパリバ証
券株式会社 のヤエコ・アマノ氏は次
のように述べる。「日本はもはやア
ジア地域を代表する国ではありませ
ん。10年前の金融業界では、日本は
アジア地域全体を管理する国でした。
しかし現在は、日本経済の低迷に伴
い、アジア地域の中心地としての主要
な役割は香港やシンガポールに移って
います。これは日本にとって大きな損
失です。我々は、我々（日本）が企業
に付加できる価値を見出さなければな
りません。これこそが我々が重点を置
くべきことです。」

Share this report on Twitter or LinkedIn

http://twitter.com/intent/tweet?text=Find out the risks, challenges and priorities CFOs are facing today, and the strategies they employ to stay ahead http://bit.ly/UQRFeA
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.roberthalf.jp/cfo-challenges-priorities?lng=en_JP
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Challenges and opportunities for CFOs

CFOs have made the move from the backroom to the boardroom, 
contributing ideas, direction and vision for the company.   Does the 
modern CFO view this as increased pressure or a learning opportunity?

Increasing responsibilities of CFOs

Great partnerships exist in all aspects of human endeavor, 
and in the world of business, it is no different. The 
relationship between the CFO and the CEO has always 
been at the heart of a successful business. But increasingly, 
CFOs are taking on new responsibilities that bring them into 
the realm of the business strategist.  

John Kawase, Vice President and Lead Controller of North 
Asia for American Express, believes that the line between 
CEO and CFO is beginning to blur. “What you are starting 
to see is the two roles being brought closer together to grow 
the business.”

According to the panelists, there are several areas where 
the role of the CFO needs to overlap with the business 
operations. Kana Odawara, Senior Vice President Finance 
Transformation at Coca-Cola Japan, explains how she 
played a dual role with responsibilities for both finance and 
operations. 

“In the last company I worked for, my role was expanded 
to operations because, in the medical device industry, you 
need to have good logistics processes so we can deliver 
the product before surgery happens. We also needed to 
manage inventory and other instrumentation that could 
impact our P&L. That’s why a finance person is responsible 
for operations. That tells you how important the finance role 
is,” Ms. Odawara said.

Contributing new ideas to the business

CFOs are also close enough to the business to make 
genuinely useful contributions – after all, it doesn’t matter 
where a good idea comes from, as long as it comes. “I think 
you would be limiting potential new revenues by saying that 
innovative business ideas came only from the CEO or key 
areas of the business, such as sales and marketing,” said Mr. 
Kawase.

Mr. Junius agrees. “I think the partnership between the CEO 
and the CFO is particularly true for the finance industry. You 
have financial resources, you have capital resources and you 
have investment decisions – the CFO’s ability to add value 
in that discussion is significant.”

According to Mr. Fenich, finance professionals can also play 
a valuable role in testing and fine tuning products. “Before 
anything comes out to the market, especially if it’s related to 
Microsoft Office, finance is testing it. We’re giving ideas on 
improvements.”

Share this report on Twitter or LinkedIn

http://www.roberthalf.jp/encourage-innovation-at-workplace?lng=en_JP
http://twitter.com/intent/tweet?text=Find out the risks, challenges and priorities CFOs are facing today, and the strategies they employ to stay ahead http://bit.ly/UQRFeA
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.roberthalf.jp/cfo-challenges-priorities?lng=en_JP
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CFOにとっての課題と機会

CFOは舞台裏を去り、今や役員室で企業のアイディアや方向性、ビジョ
ンに貢献している。最近のCFOはこれを重圧と考えているのだろうか、
それとも学習機会と考えているのだろうか。

CFOの職責の増加

素晴らしいパートナーシップは人間のどんな活動にも、
そして実業界にも存在する。CFOとCEOの関係は常に優秀
な企業の核心である。だが、CFOは、次第に新たな職責を
担うようになり、ビジネス・ストラテジストの領域に足
を踏み入れている。

アメリカン・エキスプレスの北アジア地域担当VP兼リー
ド・コントローラーを務めるジョン・カワセ氏は、CEOと
CFOの境界線が曖昧になりつつあると考えている。「企業
の成長に向けて2つの役割を近づける動きが見られ始めて
います。」

パネリストによると、CFOの役割が企業経営と重なる複数
の領域が存在するという。日本コカ・コーラの財務改革
担当SVP を務めるカナ・オダワラ氏は、自身がどのよう
にして財務とオペレーションの両方の職責に伴う二重の
役割を果たしたかを説明する。

「前職の会社で私の役割がオペレーションに拡大したの
は、医療機器業界では、常に手術の前に商品を配送でき
るよう優れた物流プロセスが必要だからです。損益に影
響を及ぼす在庫やその他の器具類を管理する必要もあり
ました。そのため、財務担当者がオペレーションも担当
するのです。これは、財務部門の役割がいかに重要であ
るかを表しています。」とオダワラ氏は言う。

新たなアイディアのビジネスへの寄与

また、CFOは、ビジネスに近いところにいるため、真に有
益な貢献をすることができる。結局、良いアイディアが
出てきさえすれば、どこから出てくるのかは問題ではな
い。「革新的なビジネス・アイデアが常にCEOや一部の営
業・マーケティング部門から生まれると断言してしまう
ことは、新たな収益源の可能性を生み出す制限をしてい
るのと同じです。」とカワセ氏は言う。

ジュニアス氏も同意見である。「CEOとCFOの間のパート
ナーシップは、特に金融業界に当てはまると思います。
財源と資金、投資決定権を有しているため、CFOがこの議
論に価値を付加する能力はかなり大きくなります。」

フェニチ氏によると、財務の専門家は商品のテストと微
調整でも重要な役割を果たし得るという。「商品が市場
に出ていく前に、特にそれがMicrosoft Officeに関連する
ものであれば、財務部門がテストします。我々は改良の
アイディアを出しているのです。」

Share this report on Twitter or LinkedIn

http://www.roberthalf.jp/encourage-innovation-at-workplace
http://twitter.com/intent/tweet?text=Find out the risks, challenges and priorities CFOs are facing today, and the strategies they employ to stay ahead http://bit.ly/UQRFeA
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So while the roles of 
CFOs and CEOs are 
becoming closer and 
more intertwined, 
is there a danger of 
the lines becoming 
blurred, leading to 
CFOs losing their 
objectivity?

CFOs as a strategic partner 

While the role of the CFO is evolving 
and growing closer to the center 
of decision-making in a business, 
Mr. Kawase pointed out the risks of 
merging the roles too closely. “The 
CFO is the one who possesses the 
technical expertise and the financial 
experience. When the lines become 
blurred, when there is a lack in clarity 
as to how certain costs should be 
treated for US GAAP and Japan 
GAAP, that is when legal reporting 
issues occur.” 

The need for an independent and 
objective CFO is even more important 
in banking and financial services 
companies. “The CFO has to be 
clearly grounded that he or she is 
in a financial organization. You have 
accounting responsibilities and 
financial reporting responsibilities. The 
lines cannot be blurred. There has to 
be a clear distinction,” Mr. Junius said.

So how can CFOs best serve their 
role? How do they maintain their 
independence and objectivity while 
still being a creative sounding board 
and a source of ideas for their 
CEOs? According to the forum of 
finance leaders, the key is in building 
a relationship with the CEO based 
on communication and mutual 
understanding.

“You need to have open and honest 
communication,” said Mr. Junius. 
“You’ve got to be fair and say ‘look, 
margins are declining in our business. 
Let’s not be lazy, we have to keep 
going.’ I think finance can put pressure 
on the organization to innovate by 
rolling out the financials for them and 
showing them what the future is going 
to look like if we don’t move.”

Mr. Kawase agrees that communication 
is the key to keeping an organization 
operating efficiently. “Two-way 
communication between the CEO 

and CFO is essential to reduce the 
possibility of the business being 
caught off guard by changes in 
accounting decisions which affect 
profitability. Conversely, finance would 
be aware of any changes in business 
activities not included in the budget.”

Supporting change

However, things can change rapidly in 
the commercial world, and no amount 
of communication can cancel out the 
possibility of surprises. What if the 
business model changes suddenly 
to grab an emerging opportunity? 
CFOs need to be able to adapt to the 
changing needs of their CEOs and 
their business operations.  

When it comes to adapting to 
changes, CFOs have the advantage 
of understanding the business – they 
know the balance sheet intimately, 
which means they know how the 
business operates. “One company 
may have many business lines and 
business units,” explained Ms. Amano. 
“This means the CFO can see which 
business line is profitable and which 
business line is making a loss.” So 
that means we can contribute to the 
company to change and grow by 
providing valuable information.”

 “The role of the CFO is to support 
the change by showing the financial 
figures on how any kind of plan or 
strategy can impact the business. The 
role the CFO has in supporting the 
business is getting more important,” 
said Ms. Odawara. 

Redefining the CEO/CFO partnership

Share this report on Twitter or LinkedIn

http://www.roberthalf.jp/workplace-productivity?lng=en_JP
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CEO/CFO間のパートナーシップの再定義

では、CEOとCFOの役
割が近づき、密接に関
連するようになること
で、境界線が曖昧に
なり、CFOが客観性を
失う恐れはないだろう
か。

戦略パートナーとしてのCFO

CFOの役割が変化し、企業における
意思決定の中枢に近づいて行く中、
カワセ氏は役割をあまりにも密接に
統合することのリスクを指摘する。
「CFOは技術的専門知識と財務の経
験を有しています。境界線が曖昧に
なるときや、特定の費用がUS GAAP
と日本のGAAPについてどのように会
計処理されるべきかについて明確性
が欠けるとき、会計上の報告に支障
をきたす可能性があります。」

銀行や金融サービス企業では、独立
性と客観性を有するCFOの必要性が
さらに重要になる。「CFOは財務部
門にいることを明確に認識する必要
があります。CFOには会計の職責と
財務報告の職責があります。境界線
を曖昧にすることはできず、明確な
区別がなければなりません。」とジ
ュニアス氏は言う。

では、CFOは、どうすればその役割
をうまく果たすことができるだろう
か。どうすれば独立性と客観性を維
持しつつ、なおかつCEOの補佐役あ
るいはアイディア源となることがで
きるだろうか。財務担当幹部のフォ
ーラムによると、重要なのはコミュ
ニケーションと相互理解に基づいて
CEOとの関係を築くことだという。

「率直かつ正直なコミュニケーショ
ンが必要です。」とジュニアス氏は
言う。公正な立場で、『ほら、利益
率が低下しています。手を抜かずに
頑張りましょう。』と言わなければ
なりません。財務部門が組織に対し
て財務状況を公表し、対策を取らな
ければどうなるかを示せば、革新を
後押しすることができると思いま
す。」

カワセ氏も、組織の効率的な運営に
コミュニケーションが重要だという
見解に同意する。「収益性に影響を
及ぼす会計上の変更により、ビジネ

スが不意を突かれる可能性を減らす
ためには、CEOとCFOの双方向コミ
ュニケーションが不可欠です。一
方、財務部門は予算策定以後に発生
した事業活動の変化について把握す
る必要があります。」

変化の支援

しかし、商業界では状況が急速に変
化することがあり、どれほど密にコ
ミュニケーションをとっても予期せ
ぬことが起こる場合がある。新たな
チャンスをつかむためにビジネスモ
デルを突然変更したらどうなるだろ
うか。CFOは、CEOと事業運営のニ
ーズの変化に対応できなければなら
ない。

変化への対応に関して言えば、CFO
はビジネスを理解しているという利
点がある。バランスシートを熟知し
ていることは、事業運営を把握して
いることを意味する。アマノ氏は次
のように説明する。「企業には多く
の事業分野と事業部門がある場合が
あります。CFOは、収益性の高い事
業分野と損失を出している事業分野
を見極めることができます。これ
は、価値のある情報の提供により、
会社の変革と成長に貢献できること
を意味します。」

「CFOの役割は、どんな計画や戦略
もビジネスに影響を与えることを財
務データで示し、変革を後押しする
ことです。企業を支援するCFOの役
割は重要性を増しています。」とオ
ダワラ氏は言う。

Share this report on Twitter or LinkedIn
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Compliance risks, counter-party risks, market risks, operations 
risks, liquidity risks – the list of potential threats to a modern 
business seem endless. And organizations invariably turn to their 
finance professionals who are expected to have all the answers.   

Risk and reward

Understanding risk

Many people think the key role of 
the CFO is to eliminate, mitigate and 
manage risks. Yet when risks don’t 
materialize, the benefits of the CFO’s 
work can go unrewarded. Part of 
the problem lies in the inability to 
measure their efforts. Yet the work of 
risk management has to be done – 
regardless of whether it is rewarded 
or not.

But is the CFO’s role really to eliminate 
risks? Is that even possible? “I don’t 
see the CFO’s role as eliminating 
risks. It is understanding risks, 
knowing what the exposures are and 
making decisions with the rest of your 
management team, your board and 
shareholders, so they understand what 
risks are being taken to make money. 
And as long as everyone understands 
those risks, things may move again,” 
explained Mr. Junius.

Dealing with a more stringent 
regulatory environment

With the growth of regulation, 
compliance risks are occupying more 
and more of the CFO’s time. This is 
a situation that is unlikely to ease. 
Ms. Odawara told the forum, “We are 
facing increasing compliance risks. 
Compliance regulation is getting 
stricter every year. I think as finance 
leaders, we need to show what kind of 
financial risks we are talking about with 
this trend.”

“It seems like we are all working in 
regulated industries these days,” 
added Mr. Junius. “I think that’s the real 
role of the CFO – to quantify, manage, 
understand and then agree that those 
are the risks you want to take as a firm. 
Every board and every regulator is 
asking about it. And they are not just 
asking the CFOs, they want the CEOs 
involved.”

Business continuity was high on the 
agenda of the forum participants, 
especially in the wake of the tragic 
natural disasters that have devastated 
many countries, especially Japan. 

Companies are placing greater 
pressure on vendors and suppliers to 
have business continuity management 
measures in place, and it was here that 
the panelists saw a role for the CFO.

“Finance and procurement have to 
work closely together but we also 
have to work with the business to 
understand their needs,” said Mr. 
Fenich. “The key is to identify who are 
your critical vendors, what would be 
the cost of a delay in your business 
operations, and then make a decision 
with the business to determine if 
you want to take that risk. So from a 
finance perspective, you can be the 
one bringing all the pieces together 
and asking all the questions of the 
various stakeholders.”

Mr. Kawase sees a ‘brokering’ role 
for finance in helping companies 
get on top of their risk issues. “By 
understanding key business processes 
and highlighting potential risk 
scenarios, finance can leverage its 
expertise in formal review process and 
due diligence when interacting with the 
business,” he said.

Share this report on Twitter or LinkedIn

http://twitter.com/intent/tweet?text=Find out the risks, challenges and priorities CFOs are facing today, and the strategies they employ to stay ahead http://bit.ly/UQRFeA
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.roberthalf.jp/cfo-challenges-priorities?lng=en_JP


Financial Leadership Forum

11

リスクと報酬

コンプライアンス・リスク、カウンターパーティー・リスク、市場リス
ク、業務リスク、流動性リスクなど、現代企業の潜在的な脅威を挙げる
ときりがない。そして、企業は必ずと言っていいほど、財務プロフェッ
ショナルにすべての答えを求める。

リスクの理解

多くの人は、CFOの主な役割がリス
クの除去、軽減、管理だと考えてい
る。だが、リスクが顕在化しなけれ
ば、CFOの成果が認められない可能
性がある。その原因の一部は、CFO
の努力が測定できない点にある。し
かし、報われようと報われまいと、
リスク管理の業務は行わなければな
らない。

CFOの役割は本当にリスクの除去だ
ろうか。そもそもそれは可能なのだ
ろうか。「CFOの役割がリスクの除
去だとは思いません。リスクを理解
し、その損害がどの程度になるかを
把握するとともに、他の経営陣、取
締役会、株主に対して、利益にどの
程度のリスクが伴うかを説明し、と
もに意志決定を行うことです。全員
がリスクを理解していれば、状況は
また変わるかもしれません。」とジ
ュニアス氏は説明する。

規制環境の厳格化への対応

規制の強化に伴い、コンプライアン
ス・リスクはますますCFOの時間を
占めつつある。この状況は、緩和さ
れそうにない。オダワラ氏はフォー
ラムで次のように述べる。「コンプ
ライアンス・リスクが高まっていま
す。コンプライアンスの規制は年々
厳しくなります。財務担当幹部は、
この傾向にどのような財務リスクが
伴うのかを示す必要があると思いま
す。」

ジュニアス氏は次のように付言す
る。「近年、規制はどの業界にもあ
ります。CFOの真の役割は、リスク
を定量化、管理、理解し、それを企
業として受け入れるべきリスクと認
めることだと思います。あらゆる取
締役会と規制当局がそれを求めてい
ます。そしてCFOだけでなく、CEO
の関与も求めています。」

悲劇的な自然災害が、日本をはじ
め、多くの国々に打撃を与えた後だ
っただけに、フォーラム参加者は、
事業の継続を重要な議題として取り
上げた。企業は、事業継続マネジメ

ントの対策を実施するよう仕入先や
供給先への圧力を強めており、パネ
リストがCFOの役割を見出したのは
まさにこの部分だった。

フェニチ氏は次のように述べる。
「財務部門と調達部門は密接に連携
していますが、ニーズを理解するに
は取引先とも連携が必要です。重要
なのは、重要な仕入先はどの企業
か、企業経営に遅れが生じた場合の
コストがどの程度かを認識し、その
リスクを受け入れるかどうか、会社
とともに決定を下すことです。その
ためCFOは、財務の点からすべての
情報をまとめ、さまざまな利害関係
者に質問をする立場になります。」

カワセ氏は、企業がリスクの問題を
克服する支援を行う際の「ブローカ
ー的」役割を財務部門に見出してい
る。「財務担当者は、重要なビジネ
ス・プロセスを理解し、潜在的なリ
スク・シナリオを明確にすることに
より、正式なレビュー・プロセスと
デュー・デリジェンスにその専門知
識を生かし、会社に貢献することが
できます。」とカワセ氏は言う。

Share this report on Twitter or LinkedIn
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The talent challenge in Japan

Having the right product, timing and strategy are the key to any 
successful business.  However, you need the right people to bring 
all the elements together. So what challenges do CFOs in Japan face 
when it comes to finding, building and keeping a talented team?

The aspirations of young 
finance professionals

Younger Japanese financial 
professionals are keen to develop 
the skills and qualities needed to 
play the expanded role required of 
today’s CFOs. Many aspire to develop 
communications, analytical and 
technical knowledge and skills that will 
allow them to take on the dual role of 
commercial accountants and business 
strategists. “It depends on personal 
preferences, but I see more people 
who are interested in the strategic 
part of the business, rather than the 
accounting work. That is, being a 
partner of the commercial leader or 
CEO,” said Ms. Odawara.

Many young and talented finance 
professionals in Japan are also keen 
to kick-start their careers with a stint 
overseas. According to Mr. Fenich, “If 
someone is very ambitious and wants 
to grow and develop, they often have 
to look outside of Japan for their next 
role. They can build their career in 
Japan; it is just that the time factor may 
be different.” 

To tackle this, Mr. Fenich talked 
about the practice of having overseas 

rotations, where staff are sent to 
another jurisdiction to gain experience, 
with the goal of having them return with 
new skills that could contribute to the 
Japan team. “We have found it tends to 
be one way – people would leave and 
when asked to come back, they would 
not be keen.”

However, the experience of losing staff 
as part of a foreign exodus was not 
universal among the panel. Several 
discussed the lack of change within 
the ranks of their employees as a 
challenging feature of the Japanese 
workforce. 

Ms. Amano explained that once people 
become settled in a position, they are 
hesitant to move for the challenges, 
to proactively take any additional 
responsibilities or to take risks with 
their career. “Over time, people 
become conservative, so they may lose 
a chance to grow further by being this 
way. This is especially so with senior 
people but it seems to be the same 
with the younger generation too. This 
is because of how we have grown up 
in Japan with the state of the economy 
in the past 20 years. That makes it 
difficult to have new young, talented 
and challenging people.”

Greater opportunities for 
talented people

Mr. Junius’ company is also taking 
active steps to foster change by 
focusing on creating new opportunities. 
By creating larger teams, you can 
create interesting opportunities for 
people to move around within finance 
and give people new challenges. 

As Mr. Junius explains: “You can’t let 
people, especially talented people, sit 
in the same role for too long. They get 
bored or become lazy. Not lazy like 
they are not working hard, but if you 
had to do the same thing day in day 
out, year after year, you’re not going 
to be looking at it from a creative 
perspective. So you’ve got to give 
people new challenges.”

While having an enviable record at 
retaining staff, Ms. Odawara conceded 
she too has problems attracting 
talented people. “Hiring good finance 
people who are fluent in the English 
language is a major challenge in 
Japan,” Ms. Odawara said. 

Share this report on Twitter or LinkedIn

http://www.roberthalf.jp/how-to-ebooks?lng=en_JP
http://www.roberthalf.jp/how-to-hire?lng=en_JP
http://www.roberthalf.jp/how-to-hire?lng=en_JP
http://twitter.com/intent/tweet?text=Find out the risks, challenges and priorities CFOs are facing today, and the strategies they employ to stay ahead http://bit.ly/UQRFeA
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.roberthalf.jp/cfo-challenges-priorities?lng=en_JP


Financial Leadership Forum

13

日本での人材に関する課題

若い財務プロフェッショナルの意欲

日本の若い財務プロフェッショナル
は、今日のCFOに求められる大きな役
割を果たすために、必要なスキルと資
質の習得を望んでいる。多くの者が、
商業会計士とビジネス・ストラテジス
トの二重の役割を果たすことを可能に
するコミュニケーション能力や分析
的・技術的な知識とスキルを開発した
いと切望している。「個人の希望にも
よりますが、私は経理業務よりも企業
の戦略的部分に興味を持っている人を
多く目にしています。つまり、企業の
指導者であるCEOのパートナーになる
ことです。」とオダワラ氏は言う。

日本の若い有能な財務プロフェッショ
ナルは、海外勤務からキャリアを始め
ることにも熱心である。フェニチ氏に
よると、「非常に高い目標を持ち、成
長とキャリアアップを望む者は、た
いてい次の職場を海外に求めます。日
本でもキャリアを築くことはできます
が、かかる時間が異なるのです。」

このことを説明するため、フェニチ氏
は海外でのローテーションに言及し
た。日本に新たなスキルを持って帰ら
せることを目的とし、スタッフを海外
に派遣して経験を積ませるのである。

「我々は、これが一方通行になる傾
向があることに気付きました。つま
り、出国には前向きですが、帰国を
求められると渋るスタッフが多いの
です。」

ただ、海外派遣の一環として従業員
を失う経験はパネリスト全員に共通
するものではなかった。複数のパネ
リストは、日本の労働者の厳しい特
徴として従業員の役職に変化がない
ことを議論した。

アマノ氏は、一度ある役職に定着す
ると、やりがいを求めて異動するこ
と、積極的に新たな職責を引き受け
ること、キャリアに関してリスクを
とることをためらうのだと説明し
た。「時とともに従業員は保守的に
なっており、そのため、このような
ことでさらに成長する機会を失う恐
れがあります。これは特に中高年に
ついて言えますが、若い世代につい
ても同じようです。これは、我々が
過去20年間、どのような経済状況の
日本で成長してきたかに原因があり
ます。そのため、若く有能な、チャ
レンジ精神のある人材を新たに採用
することは難しくなっています。」

有能な人材に対する機会の増加

ジュニアス氏の会社も、新たな機会
の創出に重点を置くことで変化を促
す積極的な措置を講じている。より
大きなチームを築くことで、人材が
財務部門の中で異動し、新たな課題
を与えるための興味深い機会を作る
ことができる。

ジュニアス氏は次のように説明す
る。「人材、特に有能な人材を、あ
まり長く同じ役職にとどめることは
勧めません。退屈するか怠けるよう
になります。一生懸命働かないとい
う意味ではなく、同じことを毎日、
毎年するうちに、クリエイティブな
視点を失うからです。人には、新た
な課題を与える必要があります。」

従業員の定着に人が羨むような実績
を持っているオダワラ氏も、有能な
人材を引き付けることの難しさを認
めている。「英語に堪能な優秀な財
務部門の人材を採用することは、日
本では大きな課題になっています。
」とオダワラ氏は言う。

ビジネスが成功するためには、適切な商品、タイミング、戦略が
重要である。ただし、それらの要素をまとめるには、適切な人材
が必要である。では、有能なスタッフを見つけ、育て、維持する
上で、日本のCFOはどのような課題を抱えているだろうか。
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Conclusion 結論

While some consider change a curse, today’s CFOs really do live in interesting times. The role of 
the CFO is evolving. Their new responsibilities are drawing them closer to the heart of the business, 
requiring them to contribute to its vision and growth.

As they attempt to balance the seemingly opposing needs of cost efficiency and investment in growth, 
CFOs have to dig deep to find innovative ways to meet both goals.  

At the same time, CFOs are becoming the catalysts for organizational change, as they respond to the 
risks of doing business in the modern age, and the need to identify and plan against uncertainties.

Successful CFOs will rise to the task, creating productive partnerships with their CEOs, mastering 
the art of sales and marketing, logistics and procurement, research and product development along 
the way. Those who rise to the challenge will continue to redefine the role CFOs will be expected to 
play in the future.

変化を厄介だと考える者もいるが、今日のCFOは実に興味深い時代に生きている。CFOの役割は
進化しつつある。新たな職責を得たCFOは、企業の中枢に近づき、ビジョンと成長に貢献するこ
とが求められている。

CFOは、コスト効率と成長への投資という一見矛盾するニーズのバランスを取るため、両方の目
標を達成する革新的な方法を必死に模索している。

同時に、今の時代に事業を行うリスク、不確実性を明確にして計画を立てるニーズに対応する中
で、組織的変化のきっかけともなりつつある。

優秀なCFOは、CEOとの生産的なパートナーシップを築き、セールス、マーケティング、物流、
調達、研究と商品開発の技術を習得しつつ、その役目を見事に果たす。困難に果敢に挑む者たち
は、今後もCFOの役割を再定義し続けるだろう。

(Left to Right): Tim Hird, Yasumi Taniguchi – Managing Director at Protiviti Japan, John Durkin – Vice President/Chief Financial Officer at 
Bell System 24, Marie Hollein – President & CEO at FEI and Greg Fenich

Share this report on Twitter or LinkedIn

http://twitter.com/intent/tweet?text=Find out the risks, challenges and priorities CFOs are facing today, and the strategies they employ to stay ahead http://bit.ly/UQRFeA
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.roberthalf.jp/cfo-challenges-priorities?lng=en_JP
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Biographies 略歴

Mr. Tim Hird
Executive Director
Robert Half Management Resources

Mr. Tim Hird has worked with Robert Half International for 12 
years. In his current role, Mr. Hird is the executive director of 
Robert Half Management Resources, a global professional 
services firm which specializes in the placement of senior-
level finance, accounting and business systems professionals 
on a project and interim basis. As executive director, Mr. Hird 
oversees strategy, operations and business development for 
more than 150 offices worldwide.

Mr. Hird joined Robert Half in 2000 as an account executive 
for Robert Half Management Resources and helped launch 
the division’s London office. He quickly assumed leadership 
roles to expand the business throughout the UK, European 
and Asia Pacific regions. In 2007, he relocated to Singapore, 
and directed operations for multiple Robert Half business 
units in China, Hong Kong, Singapore and Japan. Mr. Hird 
assumed his current role as executive director of Robert Half 
Management Resources in 2012 and relocated to the 
United States.

Mr. Hird is a noted speaker, author and commentator on 
multiple issues impacting finance, accounting and business 
systems professionals. He has worked with the leading 
professional accounting and finance associations on a 
number of thought leadership initiatives, including Financial 
Executives International, the Institute of Certified Public 
Accountants of Singapore, Association of Chartered 
Certified Accountants and The Institute of Internal Auditors. 

He holds a bachelor’s degree in Latin from the University 
of Birmingham.

ティム・ハード氏 
エグゼクティブ・ディレクター
ロバートハーフ・マネジメント・リソース

ティム・ハード氏はロバートハーフ・インターナショナ
ルに12年間勤務しており、現在は、ロバートハーフ・マ
ネジメント・リソースのエグゼクティブ・ディレクター
を務めている。同社は、財務・会計、業務システムのシ
ニアレベルのプロフェッショナルをプロジェクト単位や
臨時職員として紹介することに特化したグローバルな専
門的サービス企業である。ハード氏はエグゼクティブ・
ディレクターとして、世界で150を超えるオフィスの戦
略や経営、事業開発を監督している。

2000年にロバートハーフ・マネジメント・リソースのア
カウント・エグゼクティブとしてロバートハーフに入社
し、同社のロンドンオフィスの立ち上げに貢献した。程
なくして、英国や欧州、アジア太平洋地域全体で事業を
拡大する指導的役割を果たした。2007年にはシンガポー
ルに異動し、中国や香港、シンガポール、日本における
ロバートハーフの複数の事業部門の業務を指揮。2012年
には、現職であるロバートハーフ・マネジメント・リソ
ースのエグゼクティブ・ディレクターに就任し、米国に
異動した。

ハード氏は、財務・会計、業務システムの専門家に影響
を及ぼすさまざまな問題に関する講演者や著者、評論家
としても有名である。また、複数のソート・リーダーシ
ップの取り組みについて、FEIやシンガポール公認会計士
協会（ICPAS）、英国勅許会計士協会（ACCA）、内部監
査人協会（IIA）など、会計・財務を専門とする主要協会
と協働してきた。

ハード氏はバーミンガム大学でラテン語の学士号を取得
している。

Ms. Yaeko Amano
Chief Financial Officeer
BNP Paribas Securities (Japan) Limited

Ms. Yaeko Amano has over two decades of experience in the 
banking and finance industry and was appointed CFO for 
BNP Paribas Securities (Japan) Limited in April 2010. 

Prior to BNP Paribas she was co-Chief Financial Officer, 
Asia Pacific for Dresdner Kleinwort based in Japan. She also 
held other senior positions such as the Head of Accounting 
at Credit Suisse Bank in Japan and has experience in audit 
and consulting at Deloitte Touche Tohmatsu in Los Angeles, 
USA. 

Ms. Yaeko has a Master of Science degree in Business 
Management from the United States and is a CPA in the US.

ヤエコ・アマノ氏 
CFO
BNPパリバ証券株式会社

ヤエコ・アマノ氏は、銀行業界と金融業界で20年を超え
る経験を有し、2010年にBNPパリバ証券株式会社（日
本）のCFOに任命された。

BNPパリバの前は、ドレスナー・クラインオートの日本支
店でアジア太平洋地域の共同CFOを務めていた。他にも、
日本のクレディ・スイス銀行の経理部長など上級職に就
き、米国ロサンゼルスのデロイト トウシュ トーマツで監
査とコンサルティングを経験した。

アマノ氏は米国で企業経営の修士号を取得しており、米
国公認会計士（CPA）でもある。

Share this report on Twitter or LinkedIn

http://twitter.com/intent/tweet?text=Find out the risks, challenges and priorities CFOs are facing today, and the strategies they employ to stay ahead http://bit.ly/UQRFeA
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Mr. Greg Fenich
Chief Financial Officer
Microsoft Japan

Mr. Greg Fenich is the CFO for MS Japan and is responsible 
for the subsidiary’s Sales, Marketing, Services Group 
(SMSG) finance organization.  

Mr. Fenich joined Microsoft Japan in 2002 and has been 
part of SMSG finance field teams ever since. In 2003, he 
relocated to Singapore for 2.5 years where he served as the 
region’s Enterprise & Partner Group Controller followed by 
the region’s Business Controller. In May 2005, he returned 
to Tokyo as MS Japan’s Financial Controller before moving 
to Microsoft Korea in May 2007 as Finance Director. He 
returned to Japan in June 2010. Prior to Microsoft, Mr. Fenich 
worked 7 years for Motorola (4 years in the US Internal Audit 
team; the remainder in their Japan subsidiary finance team) 
and 6 years as a CPA for Ernst & Young.  

Mr. Fenich received his Master’s in Business Administration 
from Thunderbird, School of Global Management, and his 
Bachelor of Arts in Business (Accounting; Management) 
from Washington State University.

グレッグ・フェニチ氏
CFO
日本マイクロソフト

グレッグ・フェニチ氏は日本マイクロソフトのCFOであ
り、子会社のセールス・マーケティング・サービス・グ
ループ（SMSG）の財務部門を担当している。

フェニチ氏は2002年に日本マイクロソフトに入社し、そ
れ以来SMSGの財務分野チームの一員である。2003年に
はシンガポールに異動し2年半滞在。そこでは、同地域の
ビジネス・コントローラーを経て、エンタープライズ・
アンド・パートナー・グループ・コントローラーを務め
た。2005年5月には日本マイクロソフトのファイナンシ
ャル・コントローラーとして東京に戻り、2007年5月に
はファイナンス・ディレクターとしてマイクロソフト韓
国法人に異動。2010年6月には日本に帰国した。マイク
ロソフトの前は、7年間モトローラ（4年間は米国の内部
監査チーム、それ以外は日本の子会社の財務チーム）に
勤務し、6年間CPAとしてアーンスト・アンド・ヤングに
勤務した。

フェニチ氏はサンダーバード国際経営大学院で企業経営
の修士号を、ワシントン州立大学でビジネス（会計、経
営）の学士号を取得している。

Mr. John Kawase
Vice President and Lead Controller, North Asia
American Express International, Inc.

Mr. John Kawase joined American Express on October 1, 
2007. Based in Japan, he oversees all Market Controllership 
in Japan, Hong Kong, Taiwan, China and Korea. His 
responsibilities include building strong teams to proactively 
understand and address strategic business partners’ 
plans, providing technical expertise, and creating effective 
accounting and reporting processes that underpin the 
stability necessary for growth initiatives. Further, his teams 
ensure the accuracy of financial information under US and 
local GAAP and maintain an atmosphere conducive to legal 
entity governance.

During his five years at American Express, his teams have 
successfully supported the launch of American Express 
co-brand cards with All Nippon Airways (ANA), Cathay 
Pacific and Delta Air Lines, the establishment of an American 
Express legal entity in China investing in digital payments, 
and the infrastructure planning of American Express when it 
became a bank holding company.

Mr. Kawase, a Certified Public Accountant in the US, 
received his undergraduate degree in Accounting from 
California State University, Fullerton in 1987.

ジョン・カワセ氏
北アジア地域担当バイス・プレジデント（VP）兼リー
ド・コントローラー
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.

ジョン・カワセ氏は2007年10月1日にアメリカン・エ
キスプレスに入社。日本を拠点とし、日本や香港、台
湾、中国、韓国ですべてのマーケット・コントローラー
シップを監督している。カワセ氏の職責には、戦略的提
携先の計画を積極的に理解しそれに対処するための強力
なチームの構築、技術的専門知識の提供、成長への取り
組みに必要な安定を支える効果的な会計・報告プロセス
の策定などがある。さらに、カワセ氏のチームは米国と
現地の一般会計原則（GAAP）に基づく財務情報の正確
性を確保し、会社全体のガバナンスに寄与する環境を維
持している。

アメリカン・エキスプレスに在籍中の5年間、カワセ氏
のチームは、全日本空輸（ANA）やキャセイ・パシフ
ィック航空、デルタ航空との提携カードの発行、デジタ
ル決済に投資する中国法人の設立、銀行持株会社に移行
した際のインフラ計画を円滑に支援してきた。

カワセ氏は米国公認会計士（CPA）であり、カリフォル
ニア州立大学フラートン校で会計の学士号を1987年に
取得している。

Share this report on Twitter or LinkedIn
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Ms. Kana Odawara
Senior Vice President Finance Transformation
Coca-Cola (Japan)

Ms. Kana Odawara joined Coca-Cola in August 2012 
as the SVP Finance Transformation. Prior to Coca-Cola, 
Ms. Odawara worked with Stryker, most recently holding 
the post of VP, Finance and Operations after serving as 
Chief Financial Officer for two and a half years.

In 1987, Ms. Odawara started her career at Tohmatsu 
& Co., where she worked as auditor for four years, and 
then joined CSK Venture Capital as business analyst to 
support rapid growth of entrepreneurial businesses. In 
1998, in order to expand her career and experiences, 
Ms. Odawara joined PricewaterhouseCoopers LLP in 
San Francisco where she was an auditor mainly focusing 
on small businesses and the IT industry. 

In 2002, she returned to Japan and worked with General 
Electric as controller of GE Consumer Finance Japan 
for three years, leading a number of controllership 
initiatives, and then appointed Chief Financial Officer of 
GE Sensing Asia, partnering with the business leader for 
business growth and establishing the finance function 
across the Asian region. 

Ms. Odawara received her bachelor’s degree in 
Economics from Doshisha University and her MBAs from 
Hosei University. She is a Certified Public Accountant in 
Japan as well as in the United States.

カナ・オダワラ氏
財務改革担当シニア・バイス・プレジデント（SVP）
日本コカ・コーラ株式会社

カナ・オダワラ氏は、2012年8月、日本コカ・コーラ
の財務改革担当SVPに就任した。コカ・コーラ入社前
は、日本ストライカーで2年半にわたって最高財務責
任者を務め、最後は財務・オペレーション部門担当VP
の役職にあった。

オダワラ氏は、1987年に監査法人トーマツでキャリ
アをスタートさせ、監査人として4年間勤務。その後
ビジネス・アナリストとしてCSKベンチャーキャピ
タルに入社し、起業家的ビジネスの急成長を支援し
た。1998年には、キャリアと経験を拡大するために
サンフランシスコのプライスウォーターハウスクーパ
ースに入社し、小規模企業とIT業界を中心に監査人を
務めた。 

2002年には日本に帰国し、ゼネラル・エレクトリッ
ク（GE）にGEコンシューマー・ファイナンス・ジャ
パンのコントローラーとして3年間勤務し、複数のコ
ントローラーシップの取り組みを主導。その後、GEセ
ンシング・アジアのCFOに任命され、事業の成長に向
けてビジネスリーダーと提携し、アジア地域全体にわ
たる財務部門を確立した。

オダワラ氏は同志社大学で経済学の学士号、法政大
学でMBAを取得しており、日本と米国の公認会計士
（CPA）である。

Mr. David Junius
Executive Vice President & CFO
Chartis Far East Holdings KK

Mr. David Junius is the CFO and EVP, Chartis Far 
East Holdings KK (CFEHKK) for the Far East Region 
responsible for all F&A matters in Japan & Korea since 
July 2009.

Mr. Junius joined AIG in 1997 and worked for the 8.5 
years in AIG’s Strategic Planning Group in New York on 
mergers & acquisitions, legal entity simplification, capital 
planning and business reviews.

Mr. Junius holds an MBA in Analytical Finance and 
Accounting from University of Chicago, a Masters of 
International Affairs from The George Washington 
University, and a Bachelors in International Relations from 
Boston University.

デヴィッド・ジュニアス氏
エグゼクティブ・バイス・プレジデント（EVP）兼CFO
チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社

デヴィッド・ジュニアス氏はチャーティス・ファー・イ
ースト・ホールディングス株式会社（CFEHKK）のCFO兼
EVPであり、2009年7月から日本と韓国の財務・会計に
関連するすべての事項を担当している。

ジュニアス氏は1997年にAIGに入社し、ニューヨーク
の戦略立案グループに8年半在籍。企業の合併・買収
（M&A）や法人の簡素化、資本計画、経営検討に従事し
た。

ジュニアス氏は、シカゴ大学の分析的財務・会計の経営
学修士（MBA）とジョージ・ワシントン大学の国際情勢
の修士号、ボストン大学の国際関係の学士号を取得して
いる。
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