
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 三橋　和利 アクセンチュア株式会社

ファイナンス＆リスク
マネージャー IFRS導入支援

欧米子会社への内部監査
IFRS・USGAAP会計指導・財務諸表作成
USCPA、 MBA-IB

2 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

エキスパート（高度
専門職）

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

3 傳田　陽一 旭化成株式会社
経理部　経理室
連結経営管理グループ

課長代理 米国現地法人での経理実務経験
海外M&Aにおける会計DD及びPMIの経験

4 山本　誠 味の素株式会社
財務・経理部連結会計グループ

シニア・マネー
ジャー

米国・ベトナム子会社での財務経理実務（含むﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）を経験した後にIFRS
導入業務に携わり、現在はIFRS維持業務に従事する
米国公認会計士資格を有する

5 衣斐　達夫 味の素株式会社
財務・経理部連結会計グループ

シニア・マネー
ジャー

IFRS導入業務に携わった後に、ベトナム子会社での財務経理実務（含むﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄ）を経験し、現在はIFRS維持業務に従事する

6 稲田　慎也 味の素株式会社
財務・経理部連結会計グループ

シニア・マネー
ジャー

中国子会社での財務経理実務（含むﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）を経験した後にIFRS導入業務に
携わり、現在はIFRSに基づく連結決算業務に従事する

7 瀬部　哲也 伊藤忠商事株式会社
経理部
連結決算管理室

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

8 井上　英毅 伊藤忠商事株式会社
経理部
経理企画室

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

「国際会計人材ネットワーク」（2019年11月1日現在）

(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。
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No. 氏名 所属 肩書 関連する経験の概要
9 藤崎　至弘 伊藤忠商事株式会社

経理部
単体決算管理室

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

10 久保　輝幸 伊藤忠商事株式会社
経理部
連結決算管理室

室長代行 IFRSの導入及び導入後の決算管理に関する課長職経験者

11 立本　浩之 伊藤忠商事株式会社
経理部
単体決算管理室

室長代行 IFRSの導入及び導入後の決算管理に関する課長職経験者

12 谷野　幸穂 キヤノン株式会社
連結経理部

部長 米国基準に関する連結財務諸表作成・開示等
海外関係会社での経理業務等

13 中嶋　浩一郎 株式会社商船三井
経理部

副部長 連結決算(制度会計・管理会計)、IFRS導入検討

14 村松　毅 株式会社商船三井
経理部

プロジェクトリー
ダー

連結決算

15 高木　晋 株式会社商船三井
経理部次期基幹システム開発
チーム

チームリーダー 海外子会社での財務経理実務経験

16 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

17 田中　啓之 住友化学株式会社
経理部決算統括チーム

チームリーダー IFRSに基づく連結決算統括

18 松尾　耕造 住友化学株式会社
経理部 PJ支援・税務チーム

チームリーダー IFRS導入検討及びIFRSに基づく財務諸表作成及び開示業務

19 永井　祐介 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

20 加藤　寛 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

21 橋本　昌紀 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

22 中島　良典 住友商事株式会社
主計部

IFRSに基づく財務諸表作成及び開示業務

23 土屋　哲夫 損害保険ジャパン日本興亜株式
会社
経理部

担当部長 IFRS導入検討
欧州子会社での勤務経験

24 上原　弘史 損害保険ジャパン日本興亜株式
会社
経理部

課長 IFRS導入検討
欧州子会社での勤務経験
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No. 氏名 所属 肩書 関連する経験の概要
25 安藤　広重 損害保険ジャパン日本興亜株式

会社
経理部

課長   連結決算総括北米・南米子会社での勤務経験

26 石田　幸嗣 大日本住友製薬株式会社
経理部決算グループ

マネージャー IFRS導入検討
海外子会社経理赴任経験

27 岡村　嘉雄 大日本住友製薬株式会社
経理部決算グループ

主席部員 IFRS導入検討
海外子会社経理赴任経験

28 平林　隆一 株式会社大和証券グループ本社
財務部

副部長 IFRS導入及びIFRSに基づく財務諸表作成、開示業務
公認会計士、CFAの資格を有する

29 原　裕 東京海上日動火災保険株式会社
経理部

部長 IFRS導入の検討、IASBへの意見発信
海外子会社赴任経験

30 荒川　潔 東京海上日動火災保険株式会社
経理部

次長 IFRS導入の検討、IASBへの意見発信
海外子会社赴任経験

31 稲田　光野 東京海上日動火災保険株式会社
経理部

次長 IFRS導入の検討、IASBへの意見発信

32 舩津　聡 東京海上日動火災保険株式会社
経理部

課長 IFRS導入の検討、IASBへの意見発信
海外子会社赴任経験

33 家垣　大介 東京海上日動火災保険株式会社
経理部

課長 IFRS導入の検討、IASBへの意見発信
海外子会社赴任経験

34 五反田屋　信明 東京電力ホールディングス株式
会社
経理部経営企画ユニット経理室
（東電設計株式会社出向）

部長 財務会計基準機構出向
企業会計基準委員会（主任研究員）

35 工藤　智彦 東京電力フュエル＆パワー株式
会社
財務ユニット
（株式会社ＪＥＲＡ出向）

ユニット長 電気事業連合会出向

36 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 IFRS準拠財務諸表作成

37 小城　得隆 日産自動車株式会社
経理部 グローバル事業収益管
理グループ

主管 連結事業管理財務値プロセス・システムの構築
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38 田家　滋子 日産自動車株式会社

経理部 グローバル事業収益管
理グループ

主担 連結事業管理財務値作成

39 飯塚　太郎 日産自動車株式会社
経理部 グローバルコントロー
ルプロセスプランニンググルー
プ

主担 IFRSに基づくグループ統一会計基準書作成及び子会社への指導

40 斉藤　千恵 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

41 井上　紀子 日産自動車株式会社
経理部 グローバルコントロー
ルプロセスプランニンググルー
プ

主担 IFRSに基づくグループ統一会計基準書作成及び子会社への指導

42 米田　泰孝 日産自動車株式会社
経理部 グローバルコントロー
ルプロセスプランニンググルー
プ

主担 IFRSに基づくグループ統一会計基準書作成及び子会社への指導

43 川井　真希 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

44 平野　紀幸 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

45 小川　善平 日本製鉄株式会社
本社財務部決算室

室長 IFRS適用に向けた実務検討、FASF人材開発プログラム第一期生

46 藤井　玲有 日本製鉄株式会社
本社財務部海外財務室

主幹 IFRS適用に向けた実務検討

47 菊地　哉志 日本電気株式会社
経理本部 主計室

マネージャー 連結決算（IFRS準拠）

48 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

49 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

50 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）

51 高島　陽二 東日本旅客鉄道株式会社
財務部

次長 IFRS導入の検討、ASBJ実務対応専門委員

52 金田　真人 東日本旅客鉄道株式会社
財務部

副課長 IFRS導入の検討、FASF人材開発プログラム第一期生
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53 大上　暢夫 東日本旅客鉄道株式会社

財務部
副課長 IFRS導入の検討、FASF人材開発プログラム第ニ期生

54 加村　潤 東日本旅客鉄道株式会社
（JR東日本メカトロニクス株式
会社出向）

課長 IFRS導入の検討、FASF人材開発プログラム第三期生

55 畠山　雅史 株式会社日立製作所
財務マネジメント本部
経理部

部長 欧州子会社でコントローラー経験後、IFRS連結決算・開示取纏め

56 松本　直也 株式会社日立製作所
財務マネジメント本部
経理部　連結決算グループ

部長代理 事業管理の経験、現在IFRS連結決算・開示取纏め

57 小林　正道 株式会社日立製作所
財務マネジメント本部
経理部　連結決算グループ

主任 事業管理の経験、現在IFRS連結決算・開示取纏め、FASF有価証券報告書検討委
員

58 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

シニアマネージャー IFRS導入、IFRS開示、グループファイナンスポリシー運用、IASB（英国)出
向、ASBJ専門委員(収益/IFRS)、海外事業会社出向（米国）

59 酒向　潤一郎 富士通株式会社
事業開発室

マネージャー IFRS開示、IFRSを活用した経理改革PJ、会計人材開発支援プログラム（第2
期）受講

60 宮原　直弘 Fujitsu Service Ltd.
（兼）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

General Manager
Finance

IFRS導入、IFRS連結決算、海外事業会社出向（米国、香港、現在英国駐在中）

61 山田　友和 Fujitsu Network
Communications, Inc.

Finance Manager IFRS決算（事業再編）・開示、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、海外事業会社出向（現在米国駐在中）

62 織田　崇信 Fujitsu EMEA PLC Director and
Company Secretary

IFRS決算（金融商品）、ASBJ専門委員(リース)、ASBJ会計人材開発支援プログ
ラム(第3期)受講、欧州地域金融子会社出向（現在英国駐在中）

63 玉木　祐一朗 Fujitsu America Inc. Director Corporate
Finance

米国公認会計士資格／CFA協会認定証券アナリスト、海外事業会社出向（ドイ
ツ、現在米国駐在中）

64 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

65 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

66 櫻　知樹 株式会社みずほフィナンシャル
グループ
主計部

調査役 米国基準に関する財務諸表作成、業界団体を通じたIFRSに関する意見発信等
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67 宮原　薫 株式会社みずほフィナンシャル

グループ
主計部

調査役 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

68 山嵜　秀男 三井住友海上火災保険株式会社
経理部

次長 IFRS導入の検討、業界団体を通じたIASBへの意見発信

69 中山　振一郎 三井住友海上火災保険株式会社
経理部

次長 IFRS導入の検討、業界団体を通じたIASBへの意見発信

70 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

71 山﨑　彰 三井住友ファイナンス＆リース
株式会社
経理部

部付部長 IFRS連結財務諸表の初度適用対応及び継続開示の経験（前職）

72 鈴木　昌子 三井住友ファイナンス＆リース
株式会社
経理部

部付部長 監査法人（日本および米国）での監査業務経験（日本基準、米国基準、IFRS）
および初度適用対応（米国基準およびIFRS）
前職にて米国法人における財務経理責任者の経験

73 久保　哲也 三井住友ファイナンス＆リース
株式会社
ニューヨーク支店

副支店長 海外子会社（IFRSに準ずる現地基準）の連結決算業務
ニューヨーク支店の会計・税務・財務を所管。米国会計基準からのコンバー
ジョン対応。

74 水野　哲也 三井住友ファイナンス＆リース
株式会社
経理部

部長補佐 海外子会社（IFRSに準ずる現地基準）の連結決算業務
連結財務諸表作成業務
監査法人での監査業務経験（日本基準及びIFRS）

75 加用　ひかり 三井住友ファイナンス＆リース
株式会社
経理部

部長代理 海外子会社（IFRSに準ずる現地基準）の連結決算業務
連結財務諸表作成業務

76 服部　隆 三井住友ファイナンス＆リース
株式会社
経理部

シニアマネージャー 親会社IFRS導入対応の統括
海外経理人材育成（IFRS研修･支援）
会計統括責任者経験（連結･単体･管理会計･IFRS・開示）

77 近藤　周 三井物産株式会社
欧州三井物産

GM 前部署（経理部会計基準室長）にてIFRS会計方針の策定責任者
IFRS財団Trustee関連業務サポート

78 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
Global Preparers Forum元メンバー

79 渡邉　剛 三井物産株式会社
経理部決算統括室

次長 IFRS会計方針の策定、IFRS決算実務全般、IFRS財団Trusteeサポート業務経
験、FASF人材開発プログラム第一期生

80 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
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81 近藤　一大 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四期生

82 小林　恭子 三井物産フィナンシャルマネジ
メント株式会社
連結決算業務部

IFRS決算実務全般

83 武藤　寧 株式会社三菱ケミカルホール
ディングス
経営管理部
管理２グループ

グループマネー
ジャー

IRFS導入時プロジェクトリーダー
IFRS連結決算に関する総括担当

84 佐藤　淳彦 三菱ケミカルホールディングス
アメリカ社

財務部長 IFRS導入及びIFRSに基づく財務諸表作成、開示業務
米国公認会計士資格を有する

85 持田　理 株式会社三菱ケミカルホール
ディングス
経営管理室
制度会計グループ

シニア・マネー
ジャー

IFRS連結決算に関する総括担当
米国公認会計士資格を有する

86 山﨑　淳 三菱商事株式会社
米国三菱商事会社 経理部

Department Manager 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

87 竹下　哲生 三菱商事株式会社
PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN
MOTORS

Finance Director 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

88 鈴木　広之 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

89 田中　康太 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

90 村上　悠太 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

91 平野　智史 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

92 高橋　昌久 株式会社三菱UFJ銀行
財務企画部主計室

室長 米国基準財務諸表作成
業界団体を通じた会計基準設定団体への意見発信
2009～2012（平成21～24）年：IASB金融商品WGメンバー

93 髙島　太 株式会社三菱UFJ銀行
財務企画部主計室

次長 米国基準財務諸表作成
業界団体を通じた会計基準設定団体への意見発信
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No. 氏名 所属 肩書 関連する経験の概要
94 古家　賢一郎 明治安田生命保険相互会社

収益管理部　国際基準計理グ
ループ

グループマネジャー 2018年4月よりIFRSの検討に従事

95 倉永　誠 明治安田生命保険相互会社
収益管理部　経理開発室

主席スタッフ ASBJに出向[2013～2016]
現在、IFRSの検討に従事

96 来住　慎一 明治安田生命保険相互会社
調査部

上席国際調査役 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]

97 山津　暁 株式会社安川電機
経営企画本部経営企画部経営計
画課

課長 連結財務諸表作成・開示業務
IFRS適用検討
クロスボーダーM&A買収対応

98 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 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）

99 松本　進 ＡＧＣ株式会社
経理グループ
コーポレート経理チーム

マネージャー 日本でのIFRS連結決算及び開示業務
海外子会社経理赴任経験

100 金沢　雄介 ＡＧＣ株式会社
プロフェッショナルグループ
兼経理グループ
コーポレート経理チーム

マネージャー 日本でのIFRS導入関与
連結決算及び開示業務

101 小野川　和宏 ＡＧＣ株式会社
経理グループ
コーポレート経理チーム
兼資金チーム

リーダー 日本でのIFRS連結決算及び開示業務
海外子会社経理赴任経験

102 北澤　哲哉 ＡＧＣ株式会社
経理グループ
コーポレート経理チーム

マネージャー 日本でのIFRS連結決算及び開示業務

103 菊地　伸行 株式会社ＩＨＩ
財務部財務決算グループ

主幹 IFRS適用に向けた実務検討プロジェクト担当
ASBJ専門委員(税効果、実務対応）、FASF会計人材開発支援プログラム第４期
受講

104 伊藤　哲郎 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
米国子会社赴任経験

105 山田　周平 JFEホールディングス株式会社
財務部経理室

室長 IFRSに基づく財務諸表作成及び開示業務
ASBJ専門委員(税効果、実務対応）

106 佐藤　正典 JFEスチール株式会社
経理部経理室

課長 IFRSに基づく財務諸表作成及び開示業務
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