【朝倉祐介×三菱重工 CFO】
ファイナンス思考は「寿司」
で伝えた
2018/11/22
売上高 4 兆円、連結従業員 8 万人を誇る三菱重工業が、
財務とファイナンスによって大きな組織改革を行っている。
日本を代表する伝統企業は、どこまで変わり、今後は何を目指すのか─。
三菱重工の「知られざる財務戦略」
を仕切る小口正範 CFO（最高財務責任者）
に、
シニフィアン共同代表の朝倉祐介氏が聞いた。
対談の後編である今回は、理想のバランスシート論について語った。
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私は、各事業の人によく言うことがあります。
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