国際会計人材ネットワーク 第１回シンポジウム
「国際的に活躍できる会計人材をめざして」
◇開催日：平成 29 年 7 月 10 日（月）
◇場所：ホテルニューオータニ
「国際会計人材ネットワークに期待される役割」
公益財団法人

財務会計基準機構 理事長

金融庁 総務企画局長

池田

釡

和明

唯一様

パネルディスカッション「国際組織でどう活躍し、キャリア形成に活かすか」
モデレーター

木内

仁志様（PwC あらた有限責任監査法人 執行役副代表）

パネリスト（五十音順）
柏木

茂雄様 （慶應義塾大学 特別招聘教授）

河合江理子様 （京都大学大学院 総合生存学館 教授）
木内

仁志様 （PwC あらた有限責任監査法人 執行役副代表）

坂口

和宏様 （富士通株式会社 財務経理本部 経理部 財務企画部 マネージャー）

関口

智和様 （有限責任 あずさ監査法人 パートナー）

パネルディスカッション「求められる国際会計人材像」
モデレーター

平松

一夫様（関西学院大学 名誉教授）

パネリスト（五十音順）
井口

譲二様 （ニッセイアセットマネジメント株式会社 チーフ・コーポレート・ガバナン
ス・オフィサー 株式運用部担当部長（投資調査室））

石原

秀威様 （新日鐵住金株式会社 執行役員 財務部長）

岩崎

伸哉様 （有限責任監査法人トーマツ パートナー IFRS 室長）

田邉

朋子様 （新日本有限責任監査法人 IFRS デスク パートナー）

谷口

岩昭様 （株式会社リクルートホールディングス 執行役員 財務・経理・税務担当）

辻野

菜摘様 （JP モルガン証券株式会社 株式調査部 マネジング ディレクター）

パネルディスカッション「国際組織でどう活躍し、キャリア形成に活かすか」
敬称略
＜モデレーター（兼パネリスト）＞
き う ち

ひと し

木内

AE

仁志

AE

AE

AE

（PwC あらた有限責任監査法人 執行役副代表）
1987 年青山監査法人に入所。約 4 年間の米国駐在を経て、2006 年あ
らた監査法人（現 PwC あらた有限責任監査法人）に加入。
2009 年以降、名古屋地区を中心として、会計監査、米国上場支援、US
SOX 監査、JSOX 監査、IFRS 導入支援などに従事している。
2009 年にアカウンティングサポート部リーダーとして IFRS に関する
PwC の意見形成チームに参加した後、2012 年 7 月から 4 年間、名古屋
事務所長、2014 年 5 月より PwC のアジア地区における自動車産業リ
ーダー、自動車産業グローバル・アシュアランス・リーダーを務め
た。2016 年 7 月に執行役副代表、アシュアランス・リーダーに就任し
現在に至る。

＜パネリスト＞（五十音順）
かしわぎ

AE

柏木

し げ お

AE

AE

茂雄

AE

（慶應義塾大学 特別招聘教授）
慶應義塾大学経済学部卒業後、大蔵省（現財務省）入省。米国プリンス
トン大学修士。国際通貨基金（IMF）及びアジア開発銀行に合計 12 年間
出向。財務省退官後、慶應義塾大学（大学院商学研究科）において主と
して留学生を相手に日本経済、財政政策、国際金融等、生きた経済を英
語で教えている。また、特定非営利活動法人「国際人材創出支援センタ
ー」理事も務める。本年 3 月より、監査問題に関するグローバルな会議
体である公益監視委員会のメンバーに就任。

か わ い

え

り

こ

河合 江 理子
AE

AE

AE

AE

（京都大学大学院 総合生存学館 教授）
京都大学大学院総合生存学館教授。専門は資産運用、英語教育、グロ
ーバル人材育成。東京教育大学付属高校（現在筑波大学付属高校）を
卒業後、１９８１年にアメリカのハーバード大学で学士、１９８５年
にフランスの INSEAD(欧州経営大学院)でＭＢＡ（経営学修士）を取
得。その後マッキンゼーのパリオフィスで経営コンサルタント、イギ
リス ロンドンの投資銀行 SG Warburg でファンドマネージャー、パ
リでエコノミストと勤務した後、ポーランドで山一証券の合弁会社で
民営化事業に携わる。1998 年より国際公務員としてスイスにある BIS
(国際決済銀行)やフランスのＯＥＣＤ（経済開発協力機構）で職員年金
基金の運用を担当、ＩＭＦのテクニカルアドバイザーとして中央銀行
の外貨準備金運用に対して助言を与えた。２０１２年より京都大学教
授。著書に『自分の小さな「鳥カゴ」から飛び立ちなさい』
（ダイヤモ
ンド社、2012 年）など。

さかぐち

かずひろ

坂口
AE

AE

和宏

AE

（富士通株式会社 財務経理本部 経理部 財務企画部 マネージャー）
AE

1997 年富士通入社。海外子会社の事業管理を経て、2002 年から 2005
年まで米国駐在。帰国後、IFRS 推進室にて全社 IFRS 適用プロジェク
トに従事。2010 年企業会計基準委員会（ASBJ）へ出向。2012 年英国
の国際会計基準審議会（IASB）へ出向し、主に IFRS 解釈指針委員会の
案件を担当。帰国後から現在まで、法令開示やグループ・ファイナン
ス・ポリシーの運用に従事。ASBJ の収益認識専門委員会及び IFRS 適
用課題対応専門委員会の専門委員。

せきぐち

AE

関口

ともかず

AE

AE

智和

AE

（有限責任 あずさ監査法人 パートナー）
1995 年より、朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）で主に金
融機関の会計監査やアドバイザリー業務に従事。2004 年より、金融庁
総務企画局 企業開示課にて、証券監督者国際機構（IOSCO）等におけ
る国際的な会計・監査・開示制度に関する活動に参画。2009 年より、
企業会計基準委員会（ASBJ）において研究員、2013 年から常勤委員と
して IASB 等への国際的な意見発信業務等に従事。2009 年から 2014 年
において、国際監査・保証基準審議会（IAASB）の非常勤ボードメンバ
ーとして、国際的な監査・保証基準の開発に参画。2016 年 4 月より、
現職。

パネルディスカッション「求められる国際会計人材像」
敬称略
＜モデレーター＞
ひらまつ

か ず お

平松
AE

AE

一夫

AE

（関西学院大学 名誉教授）
AE

1970 年関西学院大学商学部卒業、1975 年大学院商学研究科修了。
1985 年教授（～2015 年度）、商学博士。2002 年 4 月～2008 年 3 月、
関西学院大学学長。現在、関西学院大学名誉教授、学校法人関西学院
常任理事・評議員。国際会計研究学会会長、日本会計研究学会会長、
アメリカ会計学会副会長、世界会計学会（IAAER）会長、金融庁・企業
会計審議会委員等を歴任。現在、金融庁・企業会計審議会会長、会計
教育研修機構・評議員などを務めている。日本会計研究学会・太田賞
（1986 年）、アメリカ会計学会国際会計セクション・卓越した国際会
計教育者賞（2005 年）等を受賞。著書に『国際会計の新動向』中央経
済社、1994 年、編著書に『国際財務報告論』中央経済社、2007 年、
監修書に『ＩＦＲＳ国際会計基準の基礎(第 4 版)』中央経済社、2015
年などがある。

＜パネリスト＞（五十音順）
い ぐ ち

AE

井口

じょうじ

AE

AE

譲二

AE

（ニッセイアセットマネジメント株式会社 チーフ･コーポレート･ガバナンス･
オフィサー 株式運用部担当部長（投資調査室）
）
1988 年大阪大学卒業。金融・素材セクターのアナリスト、投資調査室
長を経て現職。FASF 国際会計人材開発支援プログラム第 1 期生。
ICGN 理事、企業会計基準委員会専門委員（企業結合・ディスクロージ
ャー）
、日本証券アナリスト協会企業会計委員 等。主な著書に『コー
ポレートガバナンス・コードの実践』（日経 BP）、
『企業報告の潮流と
非財務情報の開示』
（会計・監査ジャーナル、2015 年 5 月）、『新しい
時代の証券アナリストの役割』
（証券アナリストジャーナル、2017 年 5
月号）などがある。

いしはら

ひでたけ

石原
AE

AE

秀威

AE

AE

（新日鐵住金株式会社 執行役員 財務部長）

AE

新日鐵住金株式会社 執行役員財務部長。
東京大学法学部卒業、ロンドン大学経営大学院卒業。1985 年新日本製
鐵（現新日鐵住金）入社後、予算・原価管理、決算、税制、投資決
定、ＩＲ、Ｍ＆Ａ等の業務を経て現職。
企業会計基準委員会委員（～２０１０年）、企業会計審議会会計部会臨
時委員（２０１４年～）
、ＩＦＲＳ諮問会議委員（２０１５年～）等。

いわさき

しん や

岩崎
AE

AE

伸哉

AE

AE

AE

（有限責任監査法人トーマツ パートナー IFRS 室長）
有限責任監査法人トーマツ パートナー 公認会計士。1993 年監査法
人トーマツ入社。1996 年から 1998 年に米国デロイトへ派遣（1998 年
2 月米国公認会計士試験合格）
。2004 年同法人パートナーに就任。入所
以降、グローバル企業の内外基準に基づく監査および会計などに関す
る助言・指導に一貫して従事。現在、同法人の IFRS 室長として IFRS
関連業務を統括し、デロイトの Global IFRS Leadership Team のメンバ
ーを務める。ASBJ の IFRS 適用課題対応専門委員会の専門委員。

た な べ

AE

田邉

と も こ

AE

AE

朋子

AE

（新日本有限責任監査法人 IFRS デスク パートナー）
1996 年に太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所後、
主に国内製造業及びサービス業の監査に従事。2004 年から現職にて多
くのクライアントの IFRS コンバージョン・プロジェクトの支援及び会
計監査に従事している。また、各種 IFRS 関連セミナー講師、書籍執
筆、IFRS に関する論点整理等も行っている。
主な著書：
『国際会計の実務 International GAAP』（レクシスネクシス
刊） 『完全比較 国際会計基準と日本基準』(清文社刊)など 。公認会
計士。一橋大学商学部非常勤講師

たにぐち

いわあき

谷口
AE

AE

岩昭

AE

AE

AE

（株式会社リクルートホールディングス 執行役員 財務・経理・税務担当）
89 年４月：日本長期信用銀行入行
名古屋支店、本店営業第八部、本店 M&A 部、ロスアンゼルス支店、ニ
ューヨーク駐在員事務所に勤務
04 年１月：武田薬品工業入社
本社経理部財務担当シニアマネージャーを経て、米国持株会社社長
（在ニューヨーク）
、欧州持株会社社長（在チューリッヒ）、本社経理
管理部長、本社財務統括部長に就任
17 年 1 月：リクルートホールディングス入社
財務・経理・税務担当執行役員に就任
慶應義塾大学経済学部卒業、ミシガン大学経営大学院修了
金融庁企業会計審議会会計部会臨時委員、IASB 世界作成者フォーラムメ
ンバー

つ じ の

AE

辻野

な つ む

AE

AE

菜摘

AE

（JP モルガン証券株式会社 株式調査部 マネジング ディレクター）
2000 年より JP モルガン証券株式調査部にて保険、証券、ノンバンクを
担当。過去 14 年間 Institutional Investors のアナリストランキングで保険
セクターで 1 位から 3 位を継続。
日本証券アナリスト協会検定会員、CFA 協会認定証券アナリスト。ASBJ
保険契約専門委員会専門委員。証券アナリスト協会の企業会計委員会委
員。
東京大学教養学部卒業。米ペンシルバニア大ウォートン・スクール
MBA。

