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KPMGでは、このたび「KPMGフォーラム2015 －IoT時代の経営イノベーション」を東京
（11月26日、27日）、名古屋（12月4日）、大阪（12月7日）において開催する運びとなりま
したので、謹んでご案内申し上げます。

本年6月、政府により閣議決定された「日本再興戦略2015」において、ビジネスや社会の
在り方そのものを根底から揺るがす「第４次産業革命」とも呼ぶべき大変革が着実に進ん
でいると認識されているように、様々なモノがインターネットでつながるIoT（モノのイン
ターネット）の進展により新たなビジネスモデルへの対応が重要な課題となり、企業を取
巻く経営環境は大きく変化しています。
こうした現状を踏まえ、日本企業が国際競争力を維持するためには、未来を見据えて、
オープンシステムのもと、経営のイノベーションを起こすことが求められます。

当フォーラムは、皆様が現在抱えられている、あるいは将来想定される企業戦略策定の
一助となるよう、KPMGジャパングループが一体となって時節にあったテーマに基づく情
報を提供させていただくものです。
特に、IoT時代の経営イノベーションについては、外部の有識者を招聘したセッションをご
用意しております。
また、グローバル経営における事業戦略や人材・組織マネジメント、M&A・投資戦略、ガ
バナンスの構築、IT戦略やセキュリティ対応、IFRSやBEPS等の会計・税務上の最新動
向、各業種のメガトレンド等、様々なテーマの最新動向や事例を踏まえたセッションを企
画いたしました。

いずれも、KPMGの監査、税務、アドバイザリーの３つの分野のプロフェッショナルが、そ
れぞれの専門知識やスキル、グローバルネットワークを活用しながら総力を結集した内容
となっております。

ご多忙の折とは存じますが、是非とも内容をご高覧いただき、ご参加賜りますようお願い
申し上げます。
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勝ち抜くための成長戦略
KPMGグローバル
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としての「クラウド」
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今後の課題

M&A／PMIに
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劇的な変化が
訪れるのはいつか？

P15 P15 P19 P22

グローバル経営 ビジネス戦略 ガバナンス・リスク M&A・投資戦略 業種別IT・テクノロジー 会計・税務

小川 紘一氏
東京大学 政策ビジョン研究センター
シニア・リサーチャー

川野 俊充氏
ベッコフオートメーション株式会社
代表取締役社長

伊藤 慎介
あずさ監査法人
総合研究所 主任研究員

ドイツ「インダストリー4.0」、第4次産業革命の現状とチャンス
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2-12 2-13 2-14

2-19 2-20 2-21

2-26 2-27 2-28

2-33 2-34 2-35

買収後プランの
実践的策定方法

ベンチャー事業の
M&Aとバイサイドの
留意点

サイバーセキュリティ
環境の変化と対応策

P17 P17 P19

対内直接投資の
推進政策と
これからのM&A

M&Aで変わる
ITとポストディール戦略

社会インフラへの
サイバー攻撃　
顕在化する
組込セキュリティの脅威

P17 P17 P19

オムニ・チャネルに
取り組む

ISO5500X
（アセットマネジメント規格）

M&Aプロセス
取締役会の監督機能
コーポレートガバナンスの
観点から

その魅力と落とし穴、
そして成功のポイントは？

インフラ・マネジメント

P17 P22 P23

グローバル消費財・
流通企業のトレンド 　

大規模コンストラクション
プロジェクトが抱える
課題とバリューアップ

M&Aおよび海外事業管理に
おけるコーポレート・
インテリジェンス
企業・個人情報の収集、分析

2015年KPMG調査より

MRによるマーケティングの
主な課題と成功に
向けたポイント

P18 P23 P23

小売企業の
ビジネスモデル
変革の試み

製薬企業における
マルチチャネル

コーポレート部門主導型
ターンアラウンド

P18 P23 P23

IoT時代の新たな脅威へ
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15:40

16:40

14:20

15:20

13:00

14:00

10:00

11:30

名古屋 12/4（金）

対 象 人事……企画 …海外I T…全部署… …製造購買…財務 その他…

休 憩  20  分

休 憩  20  分

休 憩  90  分

ご挨拶 10:00～10:10

あずさ監査法人 専務理事
名古屋事務所長 パートナー

横井 康

10:10～11:30基調講演

田中 栄氏
あずさ監査法人 総合研究所 未来研究室長
株式会社アクアビット 代表取締役 チーフ・ビジネスプランナー

未来予測2016～2030
コンピューティング革命としての「クラウド」

P10

3-9 3-10 3-11 3-12

ROE時代の
中期経営計画の考え方

自動車業界に
劇的な変化が
訪れるのはいつか？

タレントマネジメントの
構築と実践

企業グループ内における
税の効率化に向けた
取組みと留意点について

P15 P22 P12 P22

Evidence-based HR
とはなにか

3-5 3-6 3-7 3-8

「IFRS適用レポート」
から探るIFRS任意適用
を成功に導くカギ

買収後プランの
実践的策定手法

関税コストの削減
および関税調査への
対応事例の紹介

コーポレートガバナンス
改革の最新動向
「取締役会評価」の留意点

FTAを含む貿易プログラムの
利用を通じて

P20 P15 P17 P21

3-1 特別セッション 3-2 3-3 3-4

成長戦略を支えるIFRS リスク管理視点の
グローバル本社改革
フレームワークと実践

その最新動向を探る

（パネルディスカッション）

海外企業との比較と
今後の課題 BEPSにおける

実務対応中心に

日本企業の新M&A戦略 日本における
移転価格税制の動向

P11 P15 P16 P20
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田中 栄氏
あずさ監査法人 総合研究所 未来研究室長
株式会社アクアビット 代表取締役 チーフ・ビジネスプランナー

未来予測2016～2030
コンピューティング革命としての「クラウド」

休 憩  20  分

休 憩  20  分

15:40

16:40

14:20

15:20

13:00

14:00

休 憩  80  分

ご挨拶10:00

11:40

10:00～10:10

あずさ監査法人 専務理事
大阪事務所長 パートナー

後藤 研了

10:10～11:40基調講演

P10

大阪 12/7（月）

4-9 4-10 4-11 4-12

企業グループ内における
税の効率化に向けた
取組みと留意点について

年金・退職金給付制度の
最新動向

アジアのＭ＆Ａに
関する留意事項

企業経営に寄与する
調達オペレーション・
エクセレンスの追及

P22 P21 P18 P13

適切な制度設計と
マネジメントの
高度化に向けて

海外の事例を交えて

4-1 4-2 4-3 4-4

IFRS最新動向 IoTが変える
企業財務の未来図

M&A／PMIに
求められるCFO機能

経営基盤としての
データガバナンス

P19 P12 P16 P16

4-5 4-6 4-7 4-8

日本における
移転価格税制の動向

M&Aで変わる
ITとポストディール戦略

日本企業の
グローバル経営の
課題と対応策

企業と投資家の
対話促進に向けた
取組みの動向BEPSにおける

実務対応中心に 統合的開示と
対話型株主総会プロセス

P20 P14 P17 P13

会計・税務 グローバル経営ガバナンス・リスク M&A・投資戦略 業種別 7
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基調講演  東京 11/26（木） 10:10～11:30

IoTによるビジネスモデルのドラスティックな変革
IoT（Internet of Things）によってすべての工場システム、モノの製造、物流、サービス
が簡単に繋がり、グローバル市場が巨大なビジネス・エコシステム型へ変わります。変革
が起こるところにはビジネスチャンスがあります。日本企業は巨大なエコシステムに適応
したビジネスモデルを確立しなければなりません。

ドイツはインダストリー4.0で産業それ自身を、またアメリカもインダストリアル・イン
ターネットによる産業のサービス化で、生産性向上に向けたイノベーションを起こそうと
しています。このいずれもソフトウェアのレバレッジを効かせた生産性の向上という意味
で、従来と全く異なる産業が生まれるでしょう。日本は、得意とするものづくり力でどう生
産性を上げるのか、IoTの視点からこれにどう向き合うべきかを皆さんと一緒に考えた
いと思います。

IoTによって互いに繫がる市場が大規模に広がります。ここで日本企業が世界で勝つに
は、生産システムやモノづくりだけではなく、互いの繋がり方を決めるビジネスルールを、
自国・自社優位に決めることが極めて重要になります。皆さんとルール作りに対する認
識を共有できればと思います。

1973年、富士通研究所入社、研究部長を経て、富士通のビジネス部門へ
移籍、事業部長、理事を経て、2004年から東京大学大学院経済研究科も
のづくり経営研究センター、特任研究員、上海の復旦大学、Information 
Science学科教授、2008年から東京大学・知的資産経営総括寄付講座
の特任教授を経て2013年4月から現職。
内閣官房、内閣府、経産省、文部科学省の審議会や委員会で委員を務める。
著書に、「オープン・クローズ戦略 －日本企業再興の条件（翔泳社）」「国際
標準化と事業戦略（白桃書房）」など多数。

小川  紘一 氏
東京大学 政策ビジョン研究センター シニア・リサーチャー 兼
独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
のプログラムマネージャー
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パネルディスカッション  東京 11/26（木） 11:30～12:00

ドイツ「インダストリー4.0」、
第4次産業革命の現状とチャンス
近年世界の注目を集めている、「インダストリー4.0」。これは、IoTを活用して製造業の
生産性を高め、新しいビジネスモデルを創出することで第4次産業革命を目指すドイツ
の国策です。その動きはすでに2013年から始まっています。

日本でも追従する動きが明確になってきたことから、ドイツと日本の現状を知る立場で、
川野俊充氏に「インダストリー4.0」のこれまでと現状、日本とドイツの交流、日本への影
響などについて紹介していただきます。また、国策として推し進めるドイツの思惑と、日本
にとってのチャンスについて対談いただきます。

小川 紘一 氏
東京大学 政策ビジョン研究センター シニア・リサーチャー 兼
独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のプログラムマネージャー

ベッコフオートメーション株式会社 代表取締役社長
川野 俊充 氏

×

あずさ監査法人 総合研究所 主任研究員
伊藤 慎介
×

1998年、東京大学理学部 物理学科 卒業。1998年、日本ヒューレット・
パッカード株式会社入社（半導体計測機開発エンジニア）。2003年、カリ
フォルニア大学バークレー校 ハース経営大学院経営学修士。2004年、日
本ナショナルインスツルメンツ株式会社入社（プロダクト事業部事業部長）。
2007年より慶應義塾大学SFC研究所 上席所員。2011年よりベッコフ
オートメーション株式会社 代表取締役社長。
現在「EtherCAT」開発元のベッコフオートメーションにて、ソフトウェア
PLC/NC/RCのTwinCATによるPC制御ソリューションの普及に努める。

川野 俊充 氏
ベッコフオートメーション株式会社 代表取締役社長
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1-3  特別セッション  東京／基調講演  名古屋・大阪

「クラウド」という言葉は今や一般用語として定着しました。しかしこれが「第三次コン
ピューティング革命」ともいうべき歴史的な変化であること。その本質に気づいている方
はそう多くはありません。IoTもまた、この新たな潮流の中の一部なのです。

本セッションでは、まず「クラウド」による革命的な変化とはどのようなものか、わかりや
すく解説します。そしてこのコンピューティングの新たな潮流が、ビジネスや経営戦略に
どのような影響をもたらすのか。今後10～15年で産業構造をどのように変えようとして
いるのかを考察します。

特に名古屋では自動車分野、大阪ではエレクトロニクス分野に焦点を当ててお伝えし
ます。

未来予測2016～2030
コンピューティング革命としての「クラウド」

 11/26（木） 13:20～14:20 12/7（月） 10:10～11:4012/4（金） 10:10～11:30

1990年株式会社CSK入社、社長室所属。事業計画の策定、業績評価など、
実践的な経営管理を学ぶ。1993年マイクロソフト株式会社入社。Wordお
よびOfficeのマーケティング戦略を担当。1998年ビジネスプランナーとし
て日本法人の事業計画立案を統括。2002年12月に同社を退社後、2003
年2月株式会社アクアビットを設立し、代表取締役に就任。2015年あずさ
監査法人 総合研究所 未来研究室長に就任。未来予測レポートシリーズ
の著者。

田中  栄 氏
あずさ監査法人 総合研究所 未来研究室長
株式会社アクアビット 代表取締役 チーフ・ビジネスプランナー
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3-1  特別セッション（パネルディスカッション）  名古屋 12/4（金） 13:00～14:00

その最新動向を探る
成長戦略を支えるIFRS

IFRS任意適用会社が急速に増えてきました。

「日本におけるIFRS適用をめぐる経緯と課題」を角ヶ谷典幸名古屋大学教授より、また、
東海地区でいち早くIFRS任意適用会社となった住友理工株式会社の取組みを西村義
明会長をお招きして、お話しいただきます。IASB元理事山田辰己パートナーを交えて、
IFRSの現状・将来について、パネルディスカッションを行います。

西村 義明 氏
住友理工株式会社 代表取締役会長 兼 CEO

国立大学法人 名古屋大学 大学院経済学研究科 教授
角ヶ谷 典幸 氏
×

あずさ監査法人 パートナー 公認会計士
山田 辰己
×
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セッションのご案内 

グ
ロ
ー
バ
ル
経
営

1-1 11/26（木）東京 …
4-2 12/7（月）

13:20～14:20
13:00～14:00大阪 …

IoTにより将来のビジネス形態は大きく変わろうとしてい
ますが、資金調達や財務リスク管理といった企業の財務
活動にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。本セッ
ションでは、IoT時代の企業財務はどうあるべきかについ
て、財務管理の高度化、財務リスクの見える化、財務戦略
と事業戦略の融合といった観点から、その未来図を考察
します。

IoTが変える企業財務の未来図

あずさ監査法人 
マネージングディレクター  栗原 宏

1-2 11/26（木）13:20～14:20東京 … KPMGのCEO調査結果によると、激化する競争環境に
おいて、新しいビジネスモデルや最新テクノロジー、イノ
ベーションの活用、それに適応できる人材の強化への取
組みが求められています。一方、日本企業と他国のCEOに
おける成長戦略の考え方の違いも明らかになりました。
本セッションでは、その違いに焦点を当て、グローバル競
争を勝ち抜くための対応策について提言します。

グローバル競争を
勝ち抜くための成長戦略
KPMGグローバルCEO調査から見える
経営課題を紐解く
あずさ監査法人 
パートナー  宮原 正弘（公認会計士）

1-9 11/26（木）14:40～15:40東京 … 昨今、グローバル企業ではROEが重視されており、税引
後利益の最大化、税務コンプライアンスの双方を達成す
るための仕組みが必要となっています。本セッションで
は、グローバルタックスマネジメント戦略がもたらす効
果、あるべきコンプライアンスの仕組みやガバナンス体制
構築の重要性について、業務・組織・システムの観点から
考察します。

効果的なグローバルタックスマネジメント
導入による連結経営の高度化

KPMG税理士法人
パートナー  高嶋 健一（オーストラリア公認会計士）

あずさ監査法人
パートナー  林 博文

1-10 11/26（木）東　京 …
3-11 12/4（金）

14:40～15:40
15:40～16:40名古屋 …

企業が中長期的に競争優位性を確立する上で、価値
創造に貢献するタレント人材を獲得・育成することは
必要不可欠といえるでしょう。本セッションでは、タレント
マネジメントのフレームワークと人事情報システムの活用
について述べるとともに、戦略的要員計画を成功に導く
ために必要な"Evidence-based HR"の概念について
解説します。

タレントマネジメントの構築と実践
Evidence-based HRとはなにか

KPMGコンサルティング
ディレクター  寺崎 文勝

1-18 11/26（木）16:00～17:00東京 … グローバル化の進展に伴い、現地リスクへの対応は事業
戦略において不可欠な要素となっています。本セッション
では、メガトレンド（人口構造、気候変動／資源不足、
都市化など）と事業戦略の関係を整理し、事業に及ぼす
影響の変化とグローバルの環境変化が事業リスクに
及ぼす影響を考察します。さらに、海外事業戦略に役立つ
リスクマネジメントを検討します。

海外事業戦略に活かすリスク情報
メガトレンドへの対応

KPMGコンサルティング
パートナー  浅沼 宏（公認会計士）
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1-19 11/26（木）16:00～17:00東京 … 急激な市場環境の変化に迅速／柔軟に対応するため、
日本企業はますますオペレーションの効率化が求められ
ています。本セッションでは、グローバル企業が実践して
いるシェアードサービス（SSC）、アウトソーシング（BPO）
の活用により日本企業が目指すべきポイントを考察し
ます。

グローバルオペレーションの潮流
シェアードサービス再活性化と
日本企業のチャレンジ

KPMGコンサルティング
パートナー  田中 淳一

2-3 11/27（金）東京 …
4-8 12/7（月）

10:00～11:00
14:20～15:20大阪 …

現在、海外に進出していない日本企業はないといっても
過言ではありません。一方で、日本以外のグローバル企業
を適切に管理することには非常に困難が伴います。本セッ
ションでは、海外展開している日本企業のグループ経営
上の課題がなぜ発生するのか、それを回避するためには
どのような策を講じるべきかを事例を交えて解説します。

日本企業のグローバル経営の
課題と対応策

KPMGコンサルティング
ディレクター  山田 和延（公認会計士）

グ
ロ
ー
バ
ル
経
営

一般に企業がかける人件費・経費・システムコスト等は、
調達部門が売上の0.6％、営業販売部門が11%であり、
その間には18倍の隔たりがあります。 このように調達部
門は、限られたコスト予算で最大限の効果を期待されて
います。本セッションでは、経営に寄与する調達パフォー
マンス管理とその実行を担う調達人財の育成方法を中心
に解説します。

企業経営に寄与する
調達オペレーション・エクセレンスの追及
KPMGコンサルティング
マネジャー  髙橋 芳樹（日本能率協会認定のCPP※ A級）

※Certified Procurement Professionalの略

2-17 11/27（金）13:20～14:20東京 … 経営イノベーションの重要なエンジンになり得る「海外展
開」を進めるにあたって、ローカルの企業等と組む“ジョイ
ント・ベンチャー”は、“買収”や“自力での進出”と並んで、
有効な選択肢の1つです。本セッションでは、最近の傾向
や実際の事例も踏まえて、特に設立時のプロセスに
フォーカスを当てて、注意すべき点や留意点について考察
します。

ジョイント・ベンチャー（JV）の
戦略的な活用方法

KPMG FAS
ディレクター  舟橋 宏和

2-24 11/27（金）14:40～15:40東京 … ASEAN諸国においては、経済成長に若干の減速感が
見られるものの、日本企業の投資および事業進出は引き
続き堅調な動きを示しています。こうしたなか、2015年
末に「ASEAN経済共同体」が発足される予定となってい
ます。本セッションでは、そのASEAN経済共同体発足が
日本企業にもたらす影響とその対応について解説します。

ASEAN経済共同体（AEC）
設立がもたらす変化
日本企業への影響とその対応

あずさ監査法人
パートナー  金澤 薫

2-10 11/27（金）東京 …
4-12 12/7（月）

11:20～12:20
15:40～16:40大阪 …
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1-4 11/26（木）13:20～14:20東京 … 人口動態の変化、国という枠組みを超えた競争の激化、
世界同時進行での技術革新の進行など、日本企業が対
処すべき課題は山積しています。本セッションでは、事業
戦略立案上の前提としての「環境変化」を捉えつつ、本質
的な変革をスピーディーに実現するための組織の在り方
について解説します。

変化の時代に対応するための
組織マネジメント

KPMG FAS
パートナー  井口 耕一

1-11 11/26（木）14:40～15:40東京 … 日本の現状は、株価の回復、IPO数の増加、国の成長戦略、
地方創生など成長ビジネス創出の兆しがあるものの、
米国などに比べ足取りは弱いものとなっています。本セッ
ションでは、グローバルと肩を並べる成長ビジネスのた
め、日本の総力を結集して機能する日本型エコシステム
の構築やオープンイノベーションの取組みについて考察
します。

成長ビジネスのためのエコシステム
日本型エコシステム、オープンイノベーションの考察

あずさ監査法人
パートナー  轟 芳英（公認会計士）

1-12 11/26（木）14:40～15:40東京 … GE社が進める”Industrial Internet”、ドイツが産官学で
取組む”Industrie4.0”など製造領域において、センサー
技術やビッグデータ分析を駆使したビジネスモデルの変
革が注目されています。本セッションでは、IoTが消費者の
ライフスタイルを変革するという視点から経営戦略にIoT
を活かす方法を解説します。さらに、データ取扱いの透明
性が消費者に安全・安心をもたらすことの重要性について
も触れます。

ビッグデータと経営戦略
データ取扱いの透明性がもたらす
IoT時代の競争優位

KPMGコンサルティング
ディレクター  林 泰弘

1-20 11/26（木）16:00～17:00東京 … IoTは生産活動や機器管理の革新にとどまらず、顧客
接点・顧客サービスの在り方を変えていく可能性を秘め
ています。本セッションでは、多種多量に入手可能になっ
たデータをいかに峻別・分析し、顧客ロイヤルティを向上
する施策を創造できるか、事例を交えて紹介し、マーケ
ティング・セールス領域におけるデータ活用の要諦を
考察します。

データサイエンティストから
ビジネスサイエンティストへ
IoT時代の顧客志向組織

KPMGコンサルティング
パートナー  山根 慶太

2014年版日本再興戦略に盛り込まれていた「企業と投
資家の建設的な対話の促進」に向けた施策は、2015年
版においてさらに具体化されました。本セッションでは、
その具体的施策として、投資家に対する効率的・効果的
な情報提供のための情報開示ルールの見直し、統合的な
開示の在り方の検討や株主に対する情報提供の迅速化
のための株主総会プロセスの見直しに関する動向について
解説します。

企業と投資家の
対話促進に向けた取組みの動向
統合的開示と対話型株主総会プロセス

あずさ監査法人 
パートナー  和久 友子（公認会計士）

1-5 11/26（木）東京 …
4-6 12/7（月）

13:20～14:20
14:20～15:20大阪 …
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1-13 11/26（木）東　京 …
3-6 12/4（金）

14:40～15:40
14:20～15:20名古屋 …

本年6月に東証のコーポレートガバナンス・コードが適用
開始され、企業には「攻めのガバナンス」実現に向けた
コーポレートガバナンス改革が求められています。本セッ
ションでは、コーポレートガバナンスに関する最新動向を
事例を交えて解説するとともに、実施が求められる「取締
役会評価」についてその手法や留意点を紹介します。

コーポレートガバナンス改革の
最新動向
「取締役会評価」の実務事例

KPMGコンサルティング
ディレクター  林 拓矢

1-21 11/26（木）16:00～17:00東京 … 本年6月にコーポレートガバナンス・コードが適用され、
企業の開示する情報が株主等との建設的なコミュニケー
ションツールとなることが求められました。本セッション
では、当該コードで求められている開示が、統合報告で求
められている開示と本質的に同じであることを理解した
上で、より良い企業報告とはどのようなものなのかを考察
します。

コーポレートガバナンス・コード対応
におけるより良い企業報告とは
統合報告で求められる開示も踏まえて

あずさ監査法人
パートナー  齋尾 浩一朗（公認会計士）

1-22 11/26（木）東　京 …
3-9 12/4（金）

16:00～17:00
15:40～16:40名古屋 …

2-4 11/27（金）東　京 …
3-2 12/4（金）

10:00～11:00
13:00～14:00名古屋 …

伊藤レポートやISSの影響によりROEを経営指標とする
企業が増加しています。経営者はROE目標を達成するた
めに、中期経営計画において高い説明能力が求められて
います。ROEが目標水準となる中で、企業はどのような考
え方で中期経営計画を策定・実行すべきなのでしょうか。
本セッションでは、ROEの本質を読み解きながらあるべ
き中期経営計画の姿を考察します。

ROE時代の中期経営計画の考え方

KPMG FAS
ディレクター  岡本 准

グローバル化に伴い企業の「本社」に求められる機能も
見直しを迫られています。企業はその中で特に様々な海
外事業リスクに晒されており、その巧拙が海外事業の成
否を分けるといっても過言ではありません。本セッション
では、海外事業のリスク管理のための方策とそこに求め
られる今後の本社機能のあるべき姿を検討すると共に、
その実現のためのアプローチや課題を解説します。

リスク管理視点のグローバル本社改革
フレームワークと実践

KPMGコンサルティング
ディレクター  足立 桂輔

2-11 11/27（金）11:20～12:20東京 … 近年、グローバル化、新興国への事業進出等により、企業
が直面する環境やリスクは刻 と々変化し、またガバナンス
強化の取組みの一環としても内部監査の高度化への期待
が高まっています。本セッションでは、データ分析の活用
等による内部監査の高度化の手法を紹介し、内部監査部
門の戦略的フルアウトソーシングの有効性について解説
します。

内部監査部門の
戦略的フルアウトソーシング

KPMGコンサルティング
マネジャー  ディヴィソン 貴子（公認会計士、公認内部監査人）
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2-25 11/27（金）東京 …
4-4 12/7（月）

14:40～15:40
13:00～14:00大阪 …

2-18 11/27（金）13:20～14:20東京 … 国内外で実際のビジネスにIoTを活用した事例が増え始
めています。活用方法における戦略面だけではなく、活用
によって生ずるリスクへの対応も欠かせません。本セッ
ションでは、IoTのビジネス活用事例の紹介と共に、実現
を阻害するリスク事象を整理し、その対策方法などにつ
いて考察します。

IoTのビジネス活用事例と
想定リスクへの対応

KPMGコンサルティング
ディレクター  山下 雅和（公認情報システム監査人、CGEIT、CRISC）

激変する環境変化をビジネスチャンスとするためには、
企業グループ全体の経営情報に基づく、リスク管理が
経営基盤として不可欠となっています。本セッションでは、
異なる商慣習やシステムを超えて、迅速かつ正確な経営
情報収集のためのグローバルデータガバナンス構築の
要諦について、国内外の事例を踏まえて解説します。

経営基盤としてのデータガバナンス

KPMGコンサルティング
シニアマネジャー  津田 圭司

2-32 11/27（金）16:00～17:00東京 … システムの開発・保守運用の形態は、自社対応・外部ベン
ダーとの共同・外部ベンダーへの委託など、多岐にわたっ
ています。こうした状況に対して、ITガバナンスが十分に
は効かない事態が増えてきています。本セッションでは、
多岐にわたるシステムの有り様を踏まえたITガバナンス
について考察します。

システムインフラの多様化／国際化
に対するITガバナンスの構築について

あずさ監査法人
パートナー  髙橋 正太（システム監査技術者）

1-6 11/26（木）東　京 …
3-3 12/4（金）

13:20～14:20
13:00～14:00名古屋 …

日本企業は、リーマンショック以降、その成長戦略を推し
進めるために積極的にM&Aを活用してきました。その
結果、M&Aの経験値も相当積み上がってきています。
本セッションでは、日本企業のM&A戦略の現状を、海外
企業との比較を交えながら検討します。特に、M&Aの
オリジネーション、エグゼキューション、ポストディール
マネジメントという３つの段階における改善ポイントに
ついて考察します。

日本企業の新M&A戦略
海外企業との比較と今後の課題

KPMG FAS
パートナー  岡田 光（米国公認会計士）
ディレクター  木村 昌吾

1-14 11/26（木）東京 …
4-3 12/7（月）

14:40～15:40
13:00～14:00大阪 …

欧米企業では、M&Aを起案する企画部署（Business 
Development）は営業的判断に加えてCFOによる財務
的判断が必ず併行して検討されます。経営執行体制の
違いがあるとはいえ、それによってどのような効果が期待
されるのでしょうか。本セッションではM&Aを成功に
導くための日本企業への示唆を考察します。

M&A／PMIに求められるCFO機能
海外の事例を交えて

KPMG FAS
パートナー  中尾 哲也

M
&
A・投
資
戦
略
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2-5 11/27（金）東　京 …
3-7 12/4（金）

10:00～11:00
14:20～15:20名古屋 …

企業買収における取引の実行は目的達成のワンマイルス
トーンにすぎず、本来の目的達成のためには、統合リスク
を最小化しつつ統合効果を実現するためのプランニング
が重要です。本セッションでは、経営方針、事業戦略、シナ
ジー、オペレーション、ガバナンス等の観点から、取引成
立後に留意すべき事項を中心に、買収後プラン策定の
ポイントを解説します。

買収後プランの実践的策定手法

KPMG FAS
ディレクター  上田 耕一郎

2-6 11/27（金）10:00～11:00東京 … ベンチャー事業のM&Aでは、対象事業の位置する企業
成長のステージによって、異なるファイナンス面、管理面
での留意点があり、これを投資検討の局面で確認した上
で投資ストラクチャー等に反映し、適切な意思決定を行
うことが投資側の観点からは重要です。本セッションでは
事例紹介を交えて、主要な留意点について解説します。

ベンチャー事業のM&Aと
バイサイドの留意点

KPMG FAS
ディレクター  坂本 頼彦（公認会計士）
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2-13 11/27（金）東京 …
4-7 12/7（月）

11:20～12:20
14:20～15:20大阪 …

2-12 11/27（金）11:20～12:20東京 … 日本企業のクロスボーダーM&Aは、海外企業の買収と
いうアウトバウンドの大波が続く中、対日直接投資という
インバウンドの波が生まれてきています。本セッションで
は、インバウンドという潮流に着目し、その背景と傾向を
紹介します。また、ジョイント・ベンチャー（JV）形態を
含め、投資を受け入れる側の日本企業におけるデュー
デリジェンス（DD）対応実務を解説します。

対内直接投資の推進政策と
これからのM&A

KPMG FAS
パートナー  河田 英雄（公認会計士、米国公認会計士）

IoT時代を迎え、海外企業ではビジネスのデジタル化・
ボーダレス化・標準化の取組みを一段と強化しています。
クロスボーダーM&Aでは、こうしたIT環境の早い変化に
対して、効果的なIT戦略を立案し実行することが特に求
められます。本セッションでは、重要な経営資源であるIT
をポストディールでどのように構築し、経営に活かして
行くべきなのかを検討します。

M&Aで変わるITと
ポストディール戦略

KPMG FAS
パートナー  伊藤 久博

2-19 11/27（金）13:20～14:20東京 … 本年6月に適用されたコーポレートガバナンス・コードに
より、社外取締役の設置が要請される中、M&Aの検討・
実行におけるCFOの説明責任が問われています。本セッ
ションでは、取締役会等の責務を中心として、買収調査を
含む合理的な意思決定プロセス、社外取締役とのコミュ
ニケーション、買収後のガバナンス体制に関する留意点
を解説します。

M&Aプロセス
取締役会の監督機能
コーポレートガバナンスの観点から

あずさ監査法人 
パートナー  内山 貴史（公認会計士）
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2-33 11/27（金）16:00～17:00東京 … 事業部任せのターンアラウンドは、施策・計画が甘くなり、
うまくいかないケースが散見されます。経営企画／財務部
／内部監査といったコーポレート部門が経営参謀となり
適切な緊張関係を保つことで、ターンアラウンドの実現
可能性が高まります。本セッションでは、そのようなコーポ
レート主導型のターンアラウンドの進め方について、事例
を交えて解説します。

コーポレート部門主導型
ターンアラウンド

KPMG FAS
パートナー  中村 吉伸（公認会計士）

2-26 11/27（金）14:40～15:40東京 … 取引先のデューデリジェンスにおいて、特に海外の企業・
個人情報に関しては地域特性の違いから均一な収集を
行うことは困難でした。しかし、最近では技術の進歩に
よってこれらの情報収集もより手軽に行えるようになりま
した。本セッションでは、海外の企業・個人情報の最近の
収集・分析手法について解説し、そのメリット、応用方法
について考察します。

M&Aおよび海外事業管理における
コーポレート・インテリジェンス
企業・個人情報の収集、分析

KPMG FAS
ディレクター  荒木 吾郎（米国公認会計士、不正検査士）

4-11 12/7（月）15:40～16:40大阪 … 日本企業が成長の機会を求めて、アジア諸国にある企業
を買収する案件が増加しています。本セッションでは、
日本企業がM&Aを検討している主なアジア諸国の
会計・税務・法務等の各種規制について解説するととも
に、M&Aにおける課題事例を紹介し、アジア諸国における
M&Aの留意事項を考察します。

アジアのM&Aに関する留意事項

あずさ監査法人
シニアマネジャー  葛城 覚（公認会計士）

1-7 11/26（木）13:20～14:20東京 … 近年の再生可能エネルギーの導入拡大とともに、蓄電池、
IoTなどを活用したテクノロジーのイノベーションによっ
て、ユーザー主体の電力ビジネスの可能性が見え始めて
きました。本セッションでは、起こりうるテクノロジーイノ
ベーションのインパクト、欧米で先行する新たなビジネス
モデルの潮流を紹介し、業界が見据えるべき変革の視点
を考察します。

蓄電池、IoTなど
テクノロジーイノベーションが
まきこおこすビジネス変革

KPMGコンサルティング
シニアマネジャー  三宅 成也

1-15 11/26（木）14:40～15:40東京 … テクノロジーの進化による「既存事業モデルの破壊」は、
近年いよいよその時代が到来した感があります。この
世代を生き抜くには新しい思考法・行動様式・最新の
テクノロジーを生かすことを前提にした業務モデルの
設計が必要になります。本セッションでは デジタル社会
における勝てる事業モデルをどう設計するべきかについて
事例を紹介しながら説明します。

Digital Disruption
デジタル社会を生き抜く企業が
目指すべき業務モデルとは？

KPMGシンガポール
ASPAC CIOアドバイザリー統括代表,プリンシパル  Bob Hayward
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1-23 11/26（木）16:00～17:00東京 … 多様なデバイスがインターネットを介してデータ通信を
行うことで新たな価値やビジネスチャンスの創造が期待
される反面、サイバー攻撃を助長する脆弱性や脅威もま
た増大しています。本セッションでは、IoTによってもたら
されるサイバーセキュリティリスクを経営課題として捉え、
企業の経営層がどのような防衛戦略を採るべきか解説し
ます。

IoT時代のサイバーセキュリティ戦略

KPMGコンサルティング
ディレクター  小川 真毅
（CISSP、公認情報システム監査人、CISM、CBCI、PMP）

2-7 11/27（金）10:00～11:00東京 … 様々なデバイスがインターネットに接続され、データを
収集・共有するIoT時代においては、情報漏えいリスクが
一層高まっています。サイバー攻撃者は何を狙おうとして
いるのか、それに対して私たちはどのようにサイバー空間
のセキュリティを確保していけば良いのでしょうか。
本セッションでは、IoT時代の技術革新によって起こり得
る変化を踏まえ、企業のセキュリティ管理における実務
的な対策について考察します。

サイバーセキュリティ環境の
変化と対応策
IoT時代の新たな脅威へ

あずさ監査法人
パートナー  岩下 廣美（公認会計士、米国公認会計士）
マネジャー  菊池 温紀（米国公認会計士）

2-14 11/27（金）11:20～12:20東京 … 重要インフラ産業における産業用制御システムは、独自
仕様やネットワーク上の隔絶性から、ある種の安全神話
が謳われていました。しかし、その脅威は高まってきてお
り、設備の稼働停止や誤動作が発生し、大規模な社会的
混乱や死傷者を出す人身事故も発生する懸念があり
ます。本セッションでは、現状の脅威を俯瞰して、対応
すべき課題を考察します。

社会インフラへのサイバー攻撃
顕在化する組込セキュリティの脅威

KPMG FAS
パートナー  伊藤 益光（公認会計士、公認情報システム監査人）

1-17 11/26（木）16:00～17:00東京 …

会
計・税
務

各国政府は、多国籍企業のタックスプランニングによる
BEPSのため財政赤字が拡大したとの共通認識を持ち、
税務当局に、多国籍企業へのグローバルな執行体制の
構築を求めています。本セッションでは、グローバルな税
務リスクへの対処法、特に、日本企業による現地主導の
分権的な税務リスク管理の限界を分析し、欧米型の本社
主導の中央集権的管理へ移行するための移転価格ポリ
シーの構築と損益配分のコントロールを解説します。

BEPS対応による
税務リスク管理のグローバル化

KPMG税理士法人
パートナー  角田 伸広（経営法博士、税理士）

2-1 11/27（金）東京 …
4-1 12/7（月）

10:00～11:00
13:00～14:00大阪 …

IASBの基準設定活動は、リサーチ活動に重心を移しつ
つあり、基準レベルではリースおよびIFRS第15号（収益
認識）の見直しが中心となっています。本セッションでは、
リース、IFRS第15号の改訂、開示イニシアティブといっ
たプロジェクトの現状を紹介します。また、概念フレーム
ワークの公開草案について解説するとともに、今後IASB
が注力するリサーチプロジェクトの概要についても取り
上げます。

IFRS最新動向

あずさ監査法人 
パートナー  山田 辰己（公認会計士）
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技術革新のスピードが非常に速く、各業界における競争
も激化している環境の中で、財務経理部門は付加価値の
高い情報をマネジメント等に提供していくことが求められ
ています。本セッションでは、海外および国内の先進事例
を見ながら、企業が目指すべき財務経理機能とはどの
ようなものなのかを考察します。

次世代の高度な財務経理機能とは

あずさ監査法人 
パートナー  濵田 克己
パートナー  吉野 征宏（公認会計士）

2-2 11/27（金）10:00～11:00東京 …

IFRS適用企業が増加する中、IFRSを活用して経営管理
高度化を実現しようとする企業が増加しています。本セッ
ションでは、経営管理高度化において、日本企業固有の
課題は何か、それをIFRS活用によりどのように解決でき
るのかを探り、また帳簿・勘定体系、予算管理体制、組織
体制など具体的に検討すべきポイントを解説します。

経営管理高度化のための
IFRS活用のポイント

あずさ監査法人 
パートナー  井上 博文（公認会計士）

2-8 11/27（金）11:20～12:20東京 …

M&A検討に際しては財務諸表への影響を事前に十分に
検討することが不可欠です。一方で我が国のM&A会計
ルールは非常に複雑な体系となっており、さらに本年4月
1日より一部基準が改正となっております。本セッション
では、現行のM&A会計基準の概要と改正の要点を簡潔
に解説し、依然として残るIFRSとの相違点と今後の改正
動向についても説明します。

我が国のM&A会計の概要と
今後の動向

あずさ監査法人 
パートナー  伊巻 寛幸（公認会計士）

2-9 11/27（金）11:20～12:20東京 …

2-15 11/27（金）東　京 …
3-5 12/4（金）

13:20～14:20
14:20～15:20名古屋 …

IFRS任意適用企業は、何を目的にIFRSへの移行を決定
し、それをどのように成功させたのでしょうか。本セッション
では、本年4月に金融庁が公表した「IFRS適用レポート」
の内容を踏まえ、IFRSの任意適用から得られるメリットや
導入プロジェクト成功のためのポイントを先行事例を交え
て解説します。

「IFRS適用レポート」から探る
IFRS任意適用を成功に導くカギ

2-16 11/27（金）東　京 …
3-4 12/4（金）名古屋 …
4-5 12/7（金）

13:20～14:20
13:00～14:00
14:20～15:20大　阪 …

BEPSプロジェクトにおける行動計画の策定を受けて、各国
は租税政策の策定を急いでいます。本セッションでは、
2016年度税制改正において導入が進められている、行動
計画13（移転価格関連文書化の検討）を踏まえた日本企
業が対応すべき移転価格実務の課題並びに企業の対応
状況について検討します。

日本における移転価格税制の動向
BEPSにおける実務対応中心に

パートナー  大北 尚史（公認会計士）

あずさ監査法人
パートナー  中田 宏高（公認会計士）東　京

名古屋
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パートナー  川井 健司（税理士）   マネジャー  奥村 光輝（米国公認会計士）

KPMG税理士法人
パートナー  角田 伸広（経営法学博士、税理士）   パートナー  大曲 伸拡（税理士、公認会計士、米国公認会計士）東　京

名古屋

パートナー  角田 伸広（経営法学博士、税理士）   シニアマネジャー  細水 兼二郎（税理士）大　坂
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IFRSにおける固定資産会計の考察
来たるべき新リース会計基準を踏まえて

2015年末までに公表が予定されているIFRSの新リース
会計基準を踏まえて、リース期間の考え方の明確化ととも
に、資産除去債務等の費用配分期間等についての固定資
産の会計処理について再整理する必要が生じる可能性が
あります。 本セッションでは、IFRSにおける“期間”に係る
固定資産会計の論点について、設例も交えて考察します。

あずさ監査法人
パートナー  山本 勝一（公認会計士）

2-22 11/27（金）14:40～15:40東京 …

BEPSに係る国際課税原則の新展開
企業行動への影響

BEPSでは、移転価格の国別報告書が注目を集めていま
すが、国際課税原則の変更も、企業行動に大きな影響を
与えることになります。本セッションでは、OECDの諮問
委員の経験より、租税条約、電子経済、利息控除、有害税
制、恒久的施設、CFC税制等の問題につき、諸外国の動
向にも触れつつ、日本企業への影響を説明します。

KPMG税理士法人 
パートナー  高嶋 健一（オーストラリア公認会計士）

2-23 11/27（金）14:40～15:40東京 …

IPO準備会社におけるIFRS導入
決算の早期化および内部管理体制構築等のポイント

株式上場に係る規則が変更され、2014年度ではIFRS
を採用した会社が上場を果たし、IFRSでの株式上場上
場の環境が整いつつあります。本セッションでは、IFRSを
適用して上場準備を行う場合のポイントを、公表されて
いる事例に基づき解説するとともに、上場審査の留意事
項やIFRSにおけるIRの注意点について解説します。

あずさ監査法人 
パートナー 杉山 勝（公認会計士）

2-29 11/27（金）16:00～17:00東京 …

2-30 11/27（金）東　京 …
3-8 12/4（金）

16:00～17:00
14:20～15:20名古屋 …

製造コストの地域格差拡大等、事業環境の変化に対応す
べくサプライチェーン多角化が進むなか、関税コストとリ
スク低減への対応が求められています。本セッションでは、
日系企業にとって重要性の高い北米地域および中国にお
いて利用可能な貿易プログラムの紹介と具体的な関税削
減事例、および関税調査への対応事例を紹介します。

関税コストの削減および
関税調査への対応事例の紹介
FTAを含む貿易プログラムの利用を通じて
KPMG税理士法人
パートナー  梅辻 雅春（公認会計士、税理士、通関士有資格）
パートナー  神津 隆幸（税理士）

2-31 11/27（金）東京 …
4-10 12/7（月）

16:00～17:00
15:40～16:40大阪 …

2014年3月の退職給付会計基準改定後、企業年金等の
運営は企業財務の重要課題となりました。一方、確定拠
出年金の普及や年金法改正は制度設計にも影響を与え
そうです。本セッションでは、年金法改正を含めたトピッ
クを踏まえ、退職給付制度のリスク回避策や管理策、海
外子会社の年金管理、M&A・企業再編時の課題と対応
等を解説します。

年金・退職給付制度の最新動向
適切な制度設計とマネジメントの高度化に向けて

ディレクター  浅海 路史（年金数理人）

あずさ監査法人
パートナー 枇杷 高志（年金数理人）東　京

大　坂
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1-8 11/26（木）13:20～14:20東京 … 100年で4倍になった人口が今後100年で3分の1にな
る転換点にある今、消費のメガトレンドが変化しようとし
ています。IoTもオムニ・チャネル戦略もこの根本的変化
を無視しては成しえないと考えます。本セッションでは、
大きなマクロトレンドによる消費動向変化を考察します。

2030年、小売業界における
新たな消費のメガトレンド

KPMG FAS
エグゼクティブアドバイザー  朝永 久見雄

1-24 11/26（木）東　京 …
3-10 12/4（金）

16:00～17:00
15:40～16:40名古屋 …

1-16 11/26（木）14:40～15:40東京 … 世界経済の不透明感や不安定性に加え、インダストリー
4.0と称される新たな産業変革の胎動の下で、製造メー
カー各社が激化するグローバル競争で勝ち残るために
なすべき事は何か。本セッションでは、グローバル製造業
が利益ある成長を図るためにいかなる重点戦略に力点を
置くのか、をテーマにKPMGが実施したグローバル調査
レポートを基に、利益ある成長をなし遂げるための要諦
を考察します。

グローバル製造業のメガトレンド
利益ある成長に向けての要諦

KPMGコンサルティング
ディレクター  佐渡 誠

ここ数年、自動車業界が「百年に一度の変化の時代を迎
えている」と言われている一方で、KPMGが毎年行ってい
るサーベイでは「自動車業界のビジネスモデルに5年以
内に大きな変化が訪れると思っている経営者は1割程度
にとどまる」という結果が出ています。本セッションでは、
グローバルのメガトレンドを踏まえながら、自動車業界に
いつ、どのような変化が訪れるのかを考察します。

自動車業界に劇的な変化が
訪れるのはいつか？

KPMGコンサルティング
ディレクター  奥村 優

2-20 11/27（金）13:20～14:20東京 … ここ１～2年耳にすることが増えてきたオムニ・チャネル
ですが、これは全ての業界において、大きな競争力の源泉
となってきます。本セッションでは、オムニ・チャネルの考
え方を紹介し、これがもたらす魅力と、取組みにおけるよ
くある落とし穴について考察した上で、成功のポイントを
探っていきます。

オムニ・チャネルに取り組む
その魅力と落とし穴、そして成功のポイントは？

KPMG FAS
マネージングディレクター  大野 隆司

3-12 12/4（金）名古屋 …
4-9 12/7（月）

15:40～16:40
15:40～16:40大　阪 …

最近、株主重視の観点から、経営指標としてROE、税引
後利益への注目が高まっており、企業グループ内におけ
る税コストの効率化がますます重要になってきておりま
す。本セッションでは、税コストの効率化に向けた典型的
なアイデアをいくつか取り上げ、検討課題と留意点を説
明します。

企業グループ内における
税の効率化に向けた
取組みと留意点について
KPMG税理士法人
パートナー  菅 健一郎（税理士）
マネジャー  川人 康平（税理士）
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2-21 11/27（金）13:20～14:20東京 … 企業等が保有する施設の老朽劣化により、インフラをい
かに組織的かつ効率的に管理していくかが経営上の課
題となっています。このためのツールがアセットマネジメ
ント規格（ISO5500X）です。本セッションでは、海外およ
び国内でのISO5500Xの適用事例をもとに、今後のイン
フラマネジメントに向けた方向性を考察します。

あずさ監査法人
シニアマネジャー  新保 哲郎（公認会計士）

2-27 11/27（金）14:40～15:40東京 … KPMGがグローバルで実施している消費財小売企業の
経営層意識調査では、「拡大と成長」が企業の最優先課
題でした。本セッションでは、拡大と成長のためのドライ
バー（原動力）とイネイブラー（目標達成を促進するも
の）、逆に阻害要因となるディレイラ―について、6つの施
策をもとに解説します。

グローバル消費財・流通企業のトレンド
2015年KPMG調査より

ISO5500X
（アセットマネジメント規格）
インフラ・マネジメント

KPMGコンサルティング
パートナー  箕野 博之

2-28 11/27（金）14:40～15:40東京 … 世界規模でのインフラ需要の増加に伴い、プロジェクト
オーナー等の様々な立場で大型インフラ開発プロジェク
トに参画する日本企業が大幅に増加し、困難に直面して
います。本セッションでは、環境変化やコミュニケーショ
ンといった困難を伴う大型プロジェクトについて、ビジネ
ス・技術・マネジメントの観点からプロジェクトの成功に
向けた解決策を検討します。

大規模コンストラクションプロジェクト
が抱える課題とバリューアップ

KPMG FAS
パートナー  宮本 常雄

2-34 11/27（金）16:00～17:00東京 … 「変化対応業」と言われる小売業においては、日々の現場
での工夫、改善・改革の集積による競争優位が喧伝され
る傾向があります。本セッションでは、社会構造の変化、
テクノロジーの進化といったマクロの構造変化に対応す
るための、小売業における事業変革や新たなビジネスモ
デルについて、国内外の事例を紐ときながら考察します。

小売企業の
ビジネスモデル変革の試み

KPMG FAS
ディレクター  澤 詩朗

2-35 11/27（金）16:00～17:00東京 … 医師の医薬品情報入手に関する行動変容に応えるべく、
製薬企業各社はマルチチャネルマーケティングに積極的
に取り組まれています。本セッションでは、マルチチャネル
マーケティングにおける主な課題を整理した上で、ＭＲの
役割とマーケティングオートメーションツールの活用に
ついて考察します。

製薬企業におけるマルチチャネル
MRによるマーケティングの
主な課題と成功に向けたポイント

KPMGコンサルティング
パートナー  栗原 純一

業
種
別

23
© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.



開催概要

受講料 無料（事前登録制）

申込方法

・申込受付はウェブサイトからのみとなっております。

  PCまたはスマートフォンよりお申し込みいただけます。

・会員登録およびログインIDを取得の上、お申し込みください。

・会員登録は受付開始日よりも前にお手続きが可能です。

  事前にご登録されることをおすすめします。

・受付開始日以降、ご関心のあるテーマをご自由にお選びいただき、

  セッションごとにお申し込みください。

・お1人様による同日同時間帯の複数セッションのお申込はご遠慮ください。

・セッションによって定員数が異なります。

※内容および講師等は都合により変更される場合がございます。
※自然災害等が発生した場合には、開催を延期または中止する場合がございます。

開催日時 名古屋

東　京

大　阪

2015年12月4日（金）

2015年11月26日（木）・27日（金）

2015年12月7日（月）

10：00～16：40

10：00～17：00

10：00～16：40

会　場

東　京 東京ミッドタウン　ホール＆カンファレンス
〒107-0052  東京都港区赤坂9-7-1
TEL：03-3475-3103

名古屋 ミッドランドホール
〒450-6205  名古屋市中村区名駅4-7-1
TEL：052-527-8500(代表)

大　阪 ホテルニューオータニ大阪
〒540-8578  大阪市中央区城見1-4-1
TEL：06-6941-1111(代表)

受付開始日
2015年10月6日（火） 10:00より

 http://www.kpmg.com/jp/kpmgf-2015

お問合せ先 TEL : 03-4582-3520（土・日・祝日を除く  平日10:00～18:00）
e-mail : kpmgf-2015@shanon.co.jp

KPMGフォーラム2015事務局 （株式会社シャノン内）
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ご提供いただく個人情報は、KPMGジャパンのHPに掲載している個人情報保護方針（http://www.kpmg.com/jp/privacy）に基づき、①KPMG
ジャパンからの有益な情報の提供（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加のご確認な
ど）、②KPMGジャパンへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございます。

申込手順

1つのIDで複数名のお申込はできません。 お申込者ごとにIDの取得をお願いします。

パソコン・スマートフォンから下記URLへアクセス

新規会員登録およびログインIDの取得

 http://www.kpmg.com/jp/kpmgf-2015 QRからはこちら

本登録完了メール受信

5 本登録完了4 本登録URLを
クリック

仮登録完了メール受信

3 仮登録完了2 登録内容確認

設定したログインIDと
パスワードはお手元に
お控えください

1 会員情報入力

STEP1

新規会員登録はこちら より入力画面へ進み、1～5に沿ってログインIDとパスワードを設定してください

本登録は確認メール
到着後、24時間以内
に行ってください

セッションごとにお申込みいただく形式となっておりますので、
ご関心のあるテーマをご自由にお選びください。

パソコン・スマートフォンから下記URLへアクセス

セッションの申込

 http://www.kpmg.com/jp/kpmgf-2015 QRからはこちら

申込完了メール受信

5 セッション
申込完了

4 申込内容
確認後、登録

3 申込者情報の
入力・確認

2 会場とご希望の
セッション選択

1 IDとパスワード
でログイン

STEP2

既にログインIDをお持ちの方は、           へお進みくださいSTEP2

申込ページはこちら よりログイン画面へ進み、1～5に沿ってセッションの申込を行ってください

お1人様による同日同
時間帯の複数セッショ
ンのお申込はご遠慮く
ださい

IDとパスワードをお忘
れの場合は、マイペー
ジログイン画面より再
設定してください
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メールマガジンのご案内

KPMGのホームページ上に掲載しているニューズレターやセミナー情報などの新着・更新状況を、
テーマ別にeメールにより随時お知らせするサービスを実施しています。現在配信中のメールマガジ
ンは下記のとおりです。配信ご希望の方は、メールマガジンの購読申込ページよりご登録ください。

メールマガジンの購読はこちら
 http://www.kpmg.com/jp/mail-magazine

企業会計や会計監査に関する最新情報のほ
か、 国際財務報告基準（IFRS）を含む財務会
計に係るトピックを取り上げたニューズレ
ターやセミナーの開催情報など

株式公開にかかわる最新情報やセミナーの
開催情報など

企業を取り巻く様々なリスクとその管理に係
るテーマを取り上げたニューズレターの更新
時情報やセミナーの開催情報など

環境・CSRなどのサステナビリティに関する
最新トピックを取り上げたニューズレターの
更新情報やセミナーの開催情報など

Integrated Reporting（統合報告）にかか
わる様々な関係団体や世界各国における最
新動向、取組みなど

米国FATCA法の最新動向に関して、解説記
事やセミナーの開催情報など

欧米や新興国などの各国における最新情報
やセミナーの開催情報等など

あずさアカウンティングニュース

あずさIPOニュース

KPMG Risk Advisory News

KPMG Sustainability Insight

KPMG Integrated
Reporting Update

KPMG FATCA NEWSLETTER

KPMG海外ニューズレター
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Corporate Governance

 * Information Security * Governance

Global Innovation * ASEAN
Due DiligenceInsurance

Megatrends * Technology Innovation
* Information Security Industrie4.0

 Global Innovation  Management Consulting

Corporate Governance
Megatrends * Accounting

IPO
* Management Consulting

Technology
Innovation

Cross-border
Accounting * 

Cyber Security * Risk
Accounting * Megatrends

Cloud Computing * Global

Security

Cyber Security
 * Information Security

Technology Innovation *

Investment Management *
Technology Innovation * Industrie4.0 *
Global * Security * Accounting * Innovation

IoT * Megatrends*

IFRS

BEPS

M&A

Due Diligence

Telecommunications
* Corporate Governance

Cyber Security

Retail 
Governance

Private Equity  Data Analytics * 
Governance  Technology *

Technology Innovation

Cloud Computing

ASEAN

IPO
Resources
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KPMGジャパンについて

KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームの総称です。監査、税務、
アドバイザリーの3つの分野にわたる8つのプロフェッショナルファームによって構成されており、グループ
全体で約6,400名の人員を擁しています。クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッ
ショナルが専門的知識やスキルを活かして連携し、またKPMGのグローバルネットワークも活用しながら、
価値あるサービスを提供しています。　

コンサルティング
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