
区分：企業の役員、従業員

団体名：一般社団法人日本経済団体連合会

選
定
基
準

No. 氏名 所属 肩書 関連する経験の概要
1 手塚 史 旭化成株式会社

経理部　経理室
連結経営管理グループ

グループ長 米国現地法人における会計責任者としての経験。
米国公認会計士資格を有する。

2 秋山 大輔 旭化成株式会社
経理部　経理室
連結経営管理グループ

課長 海外Ｍ＆Ａにおける会計ＤＤ及びＰＭＩの経験。
海外子会社へのＪＳＯＸ導入の経験。
米国公認会計士資格を有する。

3 堀内 亨 味の素株式会社
財務・経理部ＩＦＲＳ導入グ
ループ

グループ長 海外子会社での財務経理実務（含むﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）経験を持ち、2011年以降は当社G
へのIFRS導入ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾘｰﾀﾞｰとして、IFRSに深い造詣を有する。

4 山本 誠 味の素株式会社
財務・経理部ＩＦＲＳ導入グ
ループ

シニア・マネー
ジャー

米国子会社での財務経理実務（含むﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）を5年経験した後に、現所属にて
当社GへのIFRS導入に携わる。（2年）

5 桜木 正人 伊藤忠商事株式会社
食料カンパニーＣＦＯ
（兼）食料経理室

ＣＦＯ補佐（兼）室
長

IFRSの導入及び導入後の決算管理に関する課長職経験者

6 山浦 周一郎 伊藤忠商事株式会社
経理部
連結決算管理室長

室長 IFRSの導入及び導入後の決算管理に関する課長職経験者

7 天野 優 伊藤忠商事株式会社
業務部

IFRSの導入及び導入後の決算管理に関する課長職経験者

8 石井 剛 伊藤忠商事株式会社
業務部

IFRSの導入及び導入後の決算管理に関する課長職経験者

9 石原 秀威 新日鐵住金株式会社
本社財務部

執行役員
部長

IFRS－AC委員

(1)英語でそれぞれの業務(現在の業務)を行える語学力を有すること。
(2)IFRS・米国基準に関する財務諸表作成等、国際的な会計実務の実績を持つ者。
　又は、国際的な会計実務に関する知見を有する者。
(3)課長相当職以上であること。

「国際会計人材ネットワーク」（2017年3月10日現在）
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No. 氏名 所属 肩書 関連する経験の概要
10 池田 悟 新日鐵住金株式会社

本社財務部財務総括室
室長 IFRS適用に向けた実務検討

11 藤井 玲有 新日鐵住金株式会社
本社財務部決算室

主幹 IFRS適用に向けた実務検討

12 文字 良介 住友化学株式会社
経理部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経理チーム

サブリーダー IFRS導入検討
海外子会社経理赴任経験

13 堀内 真二 住友化学株式会社
経理部

決算統括チームリー
ダー

IFRS導入検討
海外関連会社経理赴任経験

14 稲村 敦志 住友商事株式会社
主計部

部長代理 IFRSに基づく財務諸表作成及び開示業務

15 白川 裕高 住友商事株式会社
主計部

部長代理 IFRSに基づく財務諸表作成及び開示業務

16 服部 信悟 住友商事株式会社
主計部

部長代理 IFRSに基づく財務諸表作成及び開示業務

17 原 裕 東京海上日動火災保険株式会社
経理部

部長 国際会計基準導入の検討、保険プロジェクトへの発信

18 荒川 潔 東京海上日動火災保険株式会社
経理部

次長 国際会計基準導入の検討、保険プロジェクトへの発信

19 稲田 光野 東京海上日動火災保険株式会社
経理部

次長 国際会計基準導入の検討、保険プロジェクトへの発信

20 舩津 聡 東京海上日動火災保険株式会社
経理部

課長 国際会計基準導入の検討、保険プロジェクトへの発信

21 五反田屋　信明 東京電力フュエル＆パワー株式
会社
本社業務統括室経理グループマ
ネージャー

グループマネー
ジャー

財務会計基準機構出向

22 常原　二郎 日産自動車株式会社
経理部 連結会計グループ

担当部長 GPFへの参加、IFRS準拠財務諸表作成

23 小城　得隆 日産自動車株式会社
経理部 連結会計グループ

主担 IFRS準拠財務諸表作成

24 菊地　哉志 日本電気株式会社
経理本部 主計室

主任 連結決算
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25 植村 一之 パナソニック株式会社

経理・財務部 会計・業績管理
室　連結決算課

課長 ・米国基準・ＩＦＲＳ連結決算および開示責任者
・欧州子会社での勤務経験

26 徳永 誠 パナソニック株式会社
経理・財務部 会計・業績管理
室　連結決算課

主幹 ・米国基準・ＩＦＲＳ連結決算総括担当
・北米子会社での勤務経験

27 山迫 陽子 パナソニック株式会社
経理・財務部 会計・業績管理
室　連結決算課

主幹 ・米国基準・ＩＦＲＳ連結決算
・監査法人での監査業務経験（日本および米国）

28 坂口 和宏 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 IFRS適用、米国・英国(IASB)駐在、IFRSベース法令開示・グループポリシー運
用。ASBJ専門委員(収益/IFRS)。

29 酒向 潤一郎 富士通株式会社
財務経理本部　経理部　グルー
プ経営管理部

マネージャー 事業管理、開示資料作成、経理改革PJ、CFOサポート（主に戦略、IR）。会計
人材開発支援プログラム（第2期）受講。

30 宮原 直弘 富士通株式会社
財務経理本部　グローバルファ
イナンス・マネジメント統括部

シニアディレクター 連結会計、IFRS適用、海外事業会社への出向（2度）。現在、EMEIAリージョン
支援チームの本社側責任者。

31 山田 友和 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 IFRSベース法令開示、事業再編、ASBJ専門委員(税効果)、ASBJ会計人材開発支
援プログラム(第1期)受講。

32 湯浅 一生 富士通株式会社
財務経理本部

執行役員　本部長
（2017.4.1以降）

IFRS適用、連結会計、開示、事業管理、資金管理、IR、米国駐在。IFRS解釈指
針委員会委員、収益認識TRG委員。

33 織田 崇信 富士通キャピタル株式会社 マネージャー IFRS金融商品に係る実務。（主業務は、グループ・ファイナンス、資金運用・
調達。）

34 熊田 勝 株式会社みずほフィナンシャル
グループ
主計部

次長 米国基準に関する財務諸表作成、業界団体を通じたIFRSに関する意見発信、国
際会議への参加等

35 篠原 康二 株式会社みずほフィナンシャル
グループ
主計部

参事役 米国基準に関する財務諸表作成、業界団体を通じたIFRSに関する意見発信、国
際会議への参加等

36 黒田 康平 株式会社三井住友銀行
財務企画部

上席部長代理 ・IFRS第9号：金融商品を中心に、アウトリーチ等を通じたIASBへの意見発信
を実施
・IFRS決算関連業務に従事
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37 水野 哲也 三井住友ファイナンス＆リース

株式会社
経理部

部長代理 ・前職の監査法人（新日本有限責任監査法人）にて主に金融機関に対する会計
監査に約8年間従事。前半4年間はメガバンク（日本基準）、後半4年間はIFRS
任意適用の日本企業（クレジットカード会社）を担当。
・現職は、海外子会社（IFRSに準ずる現地基準）の連結業務に従事。
・英語での業務は、英文メールで現地とコミュニケーションを図ることが中心
であり、TOIECスコアは910点をマーク。（現在の業務では、会話機会は少な
い）
・現在課長職相当をやや下回る役職ながら、数年後には課長職相当に達する見
込みであり、将来のIFRS対応の中核となる人材。

38 近藤 周 三井物産株式会社
経理部会計基準室

室長 IFRS会計方針の策定、
IFRS財団Trustee関連業務サポート

39 石黒 徹次郎 三井物産株式会社
米国三井物産

GM 前部署（経理部会計基準室次長）にてIFRS会計方針の策定責任者
Global Preparers Forum元メンバー

40 渡邉 剛 三井物産株式会社
経理部会計基準室

次長 IFRS会計方針の策定、IFRS財団Trustee関連業務サポート、FASF人材開発プロ
グラム第一期生

41 米田 光一 三井物産株式会社
経理部決算統括室

室長補佐 IFRS決算実務全般、FASF人材開発プログラム第三期生

42 山﨑 淳 三菱商事株式会社
主計部 予・決算管理チーム

課長 米国基準に基づく連結財務諸表作成業務。IFRS移行及びIFRSに基づく連結財務
諸表作成業務。新会計基準適用業務。

43 竹下 哲生 三菱商事株式会社
主計部 予・決算管理チーム

課長 米国基準に基づく連結財務諸表作成業務。IFRS移行及びIFRSに基づく連結財務
諸表作成業務。新会計基準適用業務。

44 鈴木 広之 三菱商事株式会社
主計部 予・決算管理チーム

米国基準に基づく連結財務諸表作成業務。IFRS移行及びIFRSに基づく連結財務
諸表作成業務。新会計基準適用業務。

45 田中 康太 三菱商事株式会社
主計部 予・決算管理チーム

米国基準に基づく連結財務諸表作成業務。IFRS移行及びIFRSに基づく連結財務
諸表作成業務。新会計基準適用業務。

46 米田 和敬 株式会社三菱東京UFJ銀行
財務企画部主計室

室長 28年～：企業会計基準委員会委員

47 高橋 昌久 株式会社三菱東京UFJ銀行
財務企画部主計室

次長 21～24年：IASB金融商品WGメンバー、
26年、29年（予定）：全銀協経理検討部会委員

48 石下 絢子 株式会社三菱東京UFJ銀行
財務企画部主計室

調査役・
公認会計士

26年、29年（予定）：全銀協経理検討部会担当

49 安中 眞 明治安田生命保険相互会社
収益管理部　経理室

上級主席アクチュア
リー

財務諸表・ＩＲ資料作成、日本アクチュアリー会国際基準実務検討部会（生
保）部会長［2011～2015］。現在、ＩＦＲＳの検討に従事

50 倉永 誠 明治安田生命保険相互会社
収益管理部　経理室

主任スタッフ ＡＳＢＪに出向[2013～2016]。現在、ＩＦＲＳの検討に従事

51 来住 慎一 明治安田生命保険相互会社
調査部

審議役 連結財務諸表の作成・開示、ＡＳＢＪ保険契約専門委員会 委員[2013～
2014]、生命保険協会 国際会計基準総合対策ＰＴ座長[2012～2013、2016～
2017]
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52 渡部 浩司 株式会社リクルートホールディ

ングス
経理統括室

室長 兼 経理推進部
長

リクルートグループにおけるIFRS導入を実務責任者として遂行(2018年3月期1Q
決算よりIFRS決算開示予定）

53 菊地　伸行 株式会社ＩＨＩ
財務部財務決算グループ
（2017.4.1以降）

主幹 IFRS適用に向けた実務検討プロジェクト担当

54 窪田　直彦 株式会社ＩＨＩ
財務部財務決算グループ

主査 連結財務諸表の作成・開示担当
欧州子会社赴任経験

55 片山 智二 JFEホールディングス株式会社
財務部経理室

室長 決算を中心とした経理業務
 (現在、IFRS導入準備にも従事中）
2005.4～2007.3
　企業会計基準委員会(ASBJ)
  出向(専門研究員)
2012.1～2013.12
  FASF主催の会計人材開発支援
  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ受講
2013.8～
  ASBJ実務対応専門委員会
  委員就任
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