武田薬品工業株式会社 経営管理部 ( 財務）主席部員

松藤 大輔

住友スリーエム株式会社 財務本部 財務部長兼経理部長

丸田 毅

信越化学工業株式会社 経理部 担当部長

森下 豪久

株式会社資生堂 財務部 財務部長

山中 祐一

旭化成株式会社 財務部 海外企画グループ長

Next CFO Society 参加登録要件：
日本 CFO 協会の法人会員企業または
トーマツグループの選定した優良企業で、CFOクラスの方の推薦と
既登録メンバー 1名の推薦をいただける方に限定しています。

について講話いただきました︒

松野 永

どのような役割を担うべきか︑そのための改革

エーザイ株式会社 経理部 連結経理グループ 統轄課長

メンバーからは︑﹁財務経理部門に所属してい

住友重機械工業株式会社 経理部 部長

松田 敏幸

ると︑社内で横のつながりを構築することが難

松崎 健

の道筋を皆さんと議論しました︒

株式会社ワールド 経理部 部長
オリックス株式会社 経営企画部 部長

しいので︑このようなネットワークの場が得られ

福岡 孝和
藤井 佳子

第一部は︑﹁ Vision
│変革の視点を持つ﹂
︒グ
ローバル時代の中︑ＣＦＯそしてファイナンス組

ＪＦＥスチール株式会社 経理部 部長

たことは貴重で有意義でした﹂という他社との

バンドー化学株式会社 財務部 副部長

原 伸哉

つながりを評価する声のほか︑﹁これまで社内外

イオン株式会社 グループ経営管理責任者

林 一志

織に求められる役割および機能とは何か︑旭化

濱田 和成

今後取り上げてほしいテーマに

伊藤忠商事株式会社 繊維経理室

ついて聞いたところ︑﹁グローバル

株式会社ニコン 財務・経理本部 経理部 ゼネラルマネジャー

濱崎 桂

化対応﹂﹁経営管理﹂﹁人材育成﹂

萩原 哲

成常任相談役の蛭田史郎氏を講師にお招きし︑

三菱商事株式会社 財務部 部長代行

で受講した階層別研修は︑現在の自分が属する

株式会社村田製作所 経理・財務・企画グループ経理部 部長

野内 雄三

次世代ファイナンス組織の姿について討議しま

富士通株式会社 財務経理本部ＩＦＲＳ推進室 アシスタントマネージャー

階層のあるべき像について考えるものでしたが︑

縄田 廣
西田 吉宏

今回のサマー・キャンプは一レイヤー上の立場に

日本郵政株式会 経理・財務部門 経理部 次長

奈良尾 智宏 日立建機株式会社 財務本部 経理部 部長

向けての気付きを与えてくれる内容で大変新

行木 司

徳安 晋

した︒第二部は︑﹁ Design│ 変革の道筋を描
く﹂
︒ファイナンス組織の将来あるべき姿とそれ

氏

ＴＨＫ株式会社 財務経理部 部長

津久井 英明 日本ガイシ株式会社 財務部 開示グループ マネージャー

に向けた課題を整理しワークショップ形式で議

川上徹也

パナソニック株式会社 CMSJ部門経理グループマーケティング本部担当 チームリーダー

中根 建治

横河電機株式会社 経理財務本部 経理部 部長
出光興産株式会社 経理部 次長

鮮でした﹂といった高い視座で考える機会を

日東電工株式会社 経理統括部 経理部 経理部長

中島 隆

高橋 達彦
玉田 裕之

論しました︒このコミュニティの顧問であるパナ

株式会社ニチレイ 財務ＩＲ部 副部長

諏訪原 浩二 日本電気株式会社 財務部 シニアマネージャー

Next CFO Society
サマー・キャンプ

明治ホールディングス株式会社経理財務部 グループ長

鈴木 健二

感想が多く聞かれました︒

カゴメ株式会社 経営企画本部 財務経理部 部長

氏

篠岡 尚久
島田 勇人

得て今後につなげたいという前向きな

味の素株式会社 財務部 部長

最勝寺 奈苗 ＫＤＤＩ株式会社 財務・経理部 部長

夕食会では改革にまつわる人間ドラマを含めな

カルビー株式会社 財務経理本部 経理部長

小林 幸彦

ソニック元副社長ＣＦＯの川上徹也氏も参加し︑

合田 典親

がら︑﹁女房役﹂
であるＣＦＯ が果たすべき役割

旭硝子株式会社 経理・財務室 企画チーム チームリーダー

蛭田史郎

金原 正和

日下部 啓介 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 財務部 IR･ファイナンス室長

わが国先進企業の次世代を担うＣＦＯ人材

河内谷 清晃 オムロン株式会社 グローバル理財本部 経理部 部長

の育成と交流を目的に︑日本ＣＦＯ協会はトー

シスメックス株式会社 経営管理本部 執行役員経営管理本部長

マツグループと共催で︑次世代を担うファイナ

株式会社バンダイナムコホールディングス 経理財務部 ゼネラルマネージャー

釜尾 幸俊

ンスパーソンを対象としたコミュニティ﹁ Next

R o u n d Ta b l e f o r N e x t G e n e r a t i o n C F O
海宝
滋
昭和シェル石油株式会社 経理財務統括部 経営情報課 課長

金子 秀

といった声が多く寄せられ︑各

海江田
帝人株式会社
Next芳樹
CFO
Society 経理部 部長

﹂を組織し︑勉強会・交流会を開催
CFO Society
しています︒

古河電気工業株式会社 経理部 部長

社のＣＦＯ組織が外部環境の変

株式会社電通 経理局 局長

荻原 弘之

九月六日から二日間の合宿形式で開催したサ

東レ株式会社 国際部門

雄川 浩

化に合わせた対応を強く求めら

新日鐵住金株式会社 財務部決算室 決算室長

岡本 昌彦

マー・キャンプでは︑テーマを﹁次世代ファイナン

エア・ウォーター株式会社 経営管理部 執行役員 経営管理部長

岩田 晃幸

れていることもわかりました︒

● Next CFO Society メンバー（敬称略、ご氏名50 音順）
飯長 敦

の厳しい競争に挑む上で︑ファイナンス組織は

R o u n d Ta b l e f o r N ex t G e n e r a t i o n C F O

ス組織に向けた変革の道﹂と置き︑グローバルで

Next CFO Society

経済産業省「経理・財務サービススキルスタンダード」に準拠し、
人材派遣・採用の現場で使われている 3 段階の実務レベル／報酬レベルに
対応した実践重視・学習重視の認定資格です。

経済産業省 経理・財務人材育成事業

経理事務エキスパート認定講座

日本 CFO協会と
株式会社パソナの共同開発
Eラーニングによる
画期的な認定資格がスタート！

経理・財務スキル検定（FASS）
が対象としている幅広い経理・財務業
務ではなく、経理事務に仕事の範囲を
限定した認定資格です。経験の浅い社
員から派遣社員にいたるまで、幅広い
スタッフにご利用いただけます。

3 級コース（入門レベル）は完全無料！
主催・認定

詳しくはWebで！→ www.cfo.jp
協力
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