ＣＦＯラウンドテーブル
本の証券市場に対して厳しい見方をする海外
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要件の厳格化が求められることなど、単

講演頂きました。新しい制度や概念に対しても

経営の効率性向上という観点も含めご

参加者の関心は高く、監査・監督委員会設置会

なるコンプライアンスにとどまらず企業
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性」をテーマに、東京証券取引所常務執行役員

ンバーから質問や意見が相次ぎました。社外取

で「ＣＦＯラウンドテーブル」を開催しました。

事を契機に見直しの機運が高まったコーポレー

締役の導入は、コーポレート・ガバナンスの強化、

の静正樹氏を講師にお迎えしました。企業不祥

トガバナンスの強化について、法律改正の是非

ダイバーシティの推進を経営課題に掲げる日本
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を含め、従前以上にその在り方についての議論

昭

●事務局

企業にとって喫緊の課題の一つでもあり、今後も

●顧問

金児

同テーマによる開催を計画していく予定です。

●メンバー（氏名50 音順）
青木和義
花王株式会社 執行役員 会計財務部門統括
青木昭一
京セラ株式会社 取締役 執行役員常務 経理財務本部長
青砥修吾
株式会社商船三井 執行役員
池 史彦 本田技研工業株式会社 取締役 専務執行役員 事業管理本部長
池田修二
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 取締役兼専務執行役員
池村幸雄
日本精工株式会社 執行役 財務本部長 事業企画本部長
井澤亮三
古野電気株式会社 常務取締役経営企画部長
泉原雅人
宇部興産株式会社 取締役執行役員 グループCFO 経営管理室長
伊地知隆彦 トヨタ自動車株式会社 専務取締役
井上康隆
京阪神ビルディング株式会社 常務取締役企画部長兼経理部長
内野州馬
三菱商事株式会社 常務執行役員コーポレート担当役員（CFO）
浦田晴之
オリックス株式会社 取締役 兼 代表執行役副社長・グループCFO
大嶋義孝
バンドー化学株式会社 執行役員財務部長
岡田譲治
三井物産株式会社 代表取締役専務執行役員CFO
加藤和彦
富士通株式会社 執行役員専務 CFO
唐渡 有 エア.ウォーター株式会社 常務取締役
河井英明
パナソニック株式会社 経理･財務担当 常務取締役
川上康夫
三井化学株式会社 執行役員 経理部長
木内秀行
THK 株式会社 取締役 経営戦略室室長
黒澤成吉
清水建設株式会社 取締役 専務執行役員
小泉敬三
株式会社ワールド 取締役副社長 CFO
昆 政彦 住友スリーエム株式会社 取締役
斉藤恭彦
信越化学工業株式会社 代表取締役副社長
坂井義清
日本電信電話株式会社 取締役 財務部門長
寒河江弘信 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役執行役員 財務部長
榊原 聡 シャープ株式会社 執行役員 コーポレート統括本部 経理・コスト構造改革担当
櫻 日出雄 古河電気工業株式会社 取締役兼執行役員専務 CFO
佐桑 勇 イズミヤ株式会社 常務取締役常務執行役員
佐藤 明 日本電産株式会社 取締役副社長執行役員
清水敏邦
スカパー JSAT 株式会社 取締役 執行役員専務 管理本部長
鈴木英夫
住友重機械工業株式会社 財務経理本部長
関 忠行 伊藤忠商事株式会社 代表取締役 副社長執行役員 CFO
園部芳久
帝人株式会社 執行役員 CFO、経理財務・IR 本部長
田頭秀雄
積水化学工業株式会社 専務執行役員 経営管理担当
高野博信
鹿島建設株式会社 取締役専務執行役員 財務本部長
高橋孝一
ダイキン工業株式会社 取締役執行役員 経理財務本部長
田口 巧 株式会社ニチレイ 執行役員 財務ＩＲ部担当、経理部長
武内 徹 日東電工株式会社 取締役執行役員経営統括部門経理統括部長CFO
只腰博隆
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社 常務取締役
田中琢二
株式会社産業革新機構 専務執行役員 戦略投資グループ長 経営管理グループ長
田中秀典
サッポロホールディングス株式会社 常務取締役
谷口岩昭
武田薬品工業株式会社 経営管理部長
玉井伯樹
株式会社エルクコーポレーション 取締役 管理本部長
千地耕造
サントリーホールディングス株式会社 常務執行役員 財経本部長
辻 卓史 鴻池運輸株式会社 代表取締役会長
堤 啓之 Ｊ．
フロント リテイリング株式会社 執行役員 業務統括部 財務部長
坪内和人
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 代表取締役副社長
豊崎賢一
株式会社あきんどスシロー 代表取締役社長
豊原 浩 株式会社エクセディ 執行役員財務企画本部長財務企画室長
中川敏幸
株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 取締役
中村弘志
株式会社アドバンテスト 取締役 兼 常務執行役員 管理本部長
西口美廣
ダイビル株式会社 常務執行役員 経営・管理本部副本部長
西村義典
株式会社資生堂 取締役執行役員
根井伸一朗 旭化成株式会社 上席執行役員
野崎邦夫
住友化学株式会社 常務執行役員
野島龍彦
三菱重工業株式会社 取締役常務執行役員
橋本勝則
デュポン株式会社 取締役兼常務執行役員
秦 正彦 日本通運株式会社 取締役執行役員 財務部長
原
誠 大日本住友製薬株式会社 常務取締役執行役員
深澤 徹 東レ株式会社 取締役 財務経理部門長
藤田能孝
株式会社村田製作所 代表取締役副社長
藤野 隆 旭硝子株式会社 取締役常務執行役員 兼 経営全般補佐（財務担当）
前田公平
株式会社クラレ 執行役員 経理・財務本部長
丸田秀実
セイノーホールディングス株式会社 取締役
見浪直博
日本たばこ産業株式会社 執行役員財務責任者
宮本芳樹
株式会社ファミリーマート 専務取締役 専務執行役員 管理本部長
森 美樹 イオン株式会社 代表執行役副社長 グループCOO 兼 グループ財務最高責任者
横山之雄
日清食品ホールディングス株式会社 取締役・CFO グループ財務責任者
吉岡 勉 昭和シェル石油株式会社 執行役員 経理財務統括部長
吉澤 潔 SECカーボン株式会社 常務取締役
吉松加雄
日本電産株式会社 取締役専務執行役員CFO
吉村貴典
丸一鋼管株式会社 取締役副社長執行役員
ブライアン・ジョンソン 日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役専務執行役員
●世話人（氏名50 音順）
		
荒木隆司
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 顧問
石田 正 日本 CFO 協会 主任研究委員 公認会計士
伊藤一郎
旭化成株式会社 代表取締役 会長
伊藤進一郎 プロティビティ LLC 最高顧問
川上徹也
元パナソニック株式会社 代表取締役副社長 兼 CFO
倉田 勲 一般社団法人金融財政事情研究会 主幹
近藤 章 AIGジャパン・ホールディングス株式会社 副会長
島崎憲明
住友商事株式会社 特別顧問
関 哲夫 株式会社商工組合中央金庫 代表取締役社長
藤井卓也
プロモントリー・フィナンシャル・ジャパン 代表取締役社長

が高まっていますが、社外取締役の選任のみを

CFO ROUNDTABLEとは、日本を代表する企業の現役 CFOが集まり、
CFOが直面する重要な経営課題に関し相互に意見交換を行い、
議論を深め、
情報発信をしていくネットワークです。

とっても企業側には根強い反対意見も多く、日

CFO ROUNDTABLE

証券市場から見た社外取締役の必要性

静 正樹

氏

株式会社東京証券取引所
常務執行役員

日本そしてアジア 5ヶ国を対象として
企業グループ単位でお申し込み可能な「社内団体受験」を
スタートしました
各国の現地語による受験
各国の会計制度や税制などに完全準拠
● インターネッ
ト形式の受験なのでいつでも受験可能
● 企業グループ単位でお申し込み可能
●
●

日本 CFO 協会 最高顧問
日本 CFO 協会 理事長
日本 CFO 協会 副理事長
日本 CFO 協会 専務理事／事務局長
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