


会場アクセス

日経６階

日本経済新聞社6階 「日経・大手町セミナールーム1」
（日経カンファレンス＆セミナールーム内）
東京都千代田区大手町 1-3-7　日経ビル 6 階
03-3270-0251（代表）
・東京メトロ大手町駅 （千代田線、半蔵門線、丸の内線、都営三田各線）
・東京メトロ東西線竹橋駅

3 月 11 日（水） 不確実な事業投資と中期計画の意思決定と管理のプロセス
12 日（木） 内部統制の基礎知識と実践の勘所
16 日（月） 経営戦略・事業戦略の見極めと判断ポイント
17 日（火） 事業買収の検討・判断と撤退の見極めポイント
19 日（木） 経営の視点で求められる人事労務のエッセンス
23 日（月） 事業経営に必要な会計財務数値の読み方と活用法
24 日（火） 取締役・執行役員の法律知識とコンプライアンス
27 日（金） 事例で紐解くリスクマネジメントの原則

開催日程
※各回午後開催

参加料 各 44,000 円（税込み） 定員 各回 72 名

会場 日本経済新聞社 6 階 「日経・大手町セミナールーム 1」ほか

開催概要

本コースは、会社役員とその候補者である経営幹部の方を対象とした、経営の
実践知識を学ぶベーシックコースです。いま、会社役員、幹部に求められる
重要事項を絞り込んで、それぞれコンパクトに学べます。

講師は、各分野の実務の第一線で活躍し、企業指導経験も豊富な専門家です。
各講座は、多くの事例を交えた実践的な内容で、ビジネスジャッジメントに
必要な基礎知識がバランスよく身につき、企業価値を高める経営の実務に、
役立てていただける内容です。

コース全体は「経営戦略」「経営法務」「会計財務」「人事労務」の各ジャンル
から選んだ講座で構成しています。全講座をコースで受講いただくと、役員・
経営幹部に必要な経営基礎知識をバランスよく習得できます。また、これまで
馴染みの薄かったテーマや企業課題に直結するテーマを選んで受講いただく
ことで、最新動向や基礎知識が補強でき、経営力を強化できます。

2016 年の開講以来、累計 2,500 人を超える役員・幹部の方々が学んだ公開
型の経営研修です。他社の役員・幹部と同じ教室で学べる貴重な機会ですので、
ぜひご活用ください。

2020年 春

会社役員・経営幹部シリーズとは

御茶ノ水トライエッジカンファレンス

御茶ノ水 NK ビル（トライエッジ御茶ノ水）11 階
東京都千代田区神田駿河台 4-2-5　　
03-5289-0177
・JR 総武線中央線 御茶ノ水駅　
・東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅
・東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅　　・都営新宿線 小川町駅

夏期 (7月開講 ) コースも開催予定



トップメッセージ

～ 経営力を高めるために必要な「経営知・能力」～

地位が上がり、経営者・幹部になると、教育「される」時間が激減するというのが日本の
会社の困った特徴でした。しかし、それで何とかなるという時代ではありません。これまでの
ビジネスでの「経験知」と、マネジメントに求められる「経営知」の間には決定的な断絶が
あります。もちろん経験知は重要ですが、その土台の上に経営知を付け加えていくことが
求められるのです。経営知によって経営力を高めるということです。具体的には、必要な
経営知・能力にはつぎのようなものがあるでしょう。

（1）専門的な知識
人事（人的資源開発）、財務と投資（事業投資、M&A）、法務・コンプライアンスが、よくわかって
いない人が多いテーマです。

（2）自分が経験したことのないビジネスについて的確に判断するための知識・能力
判断力と言い換えてもよいでしょう。経営陣として判断すること、あるいは新任の責任者として迅速に
状況を把握し意思決定する力が求められています。

（3）より遠い未来を見通し、あわせて不確実な未来については適切な選択肢
　　（オプション）を持つ「未来適応力」

経営に係わる環境は変化し、知識は進化し続けています。経営者・幹部は、
学ぶべきこと、つけるべき力が数多くあります。

本シリーズは、これに対応した、充実したプログラムを用意しています。

会社役員・経営幹部シリーズ 講師代表  （「経営戦略・事業戦略の見極めと判断ポイント」担当）

早稲田大学教授　武藤 泰明

コースの特長

● 会社役員に求められる経営基礎知識が、１テーマ半日で、要点のみを効率よく学べます

● 経験豊富な講師陣が、実務の最前線で、今起きている課題を踏まえた実践知識を経営視点で解説します

● 他社の役員クラスの方と同じ場所で、同じ雰囲気のなかで、一緒に学べます

ビジネスでの

経験知 経営力＝＋
経営戦略

会計財務 人事労務

経営法務

経営知



2020年春期開講一覧

経営戦略

不確実な事業投資と中期計画の意思決定と管理のプロセス
講師：小川 康氏　[ インテグラート代表取締役 ]

3/11（水） 13:30 ～ 17:00　会場：日経 6 階

不確実な中長期事業の意思決定とその後のマネジメントに関する現実的な問題に、経営の視点からどのように
取り組めばよいのかを要点を絞って解説します。多くの事例でみられる事業投資や中期計画の問題点を
整理し、事業計画の数字を考えるプロセスを明確にしたうえで、複数のシナリオを使って事業の進捗と計画の
外れに対応しながら成功を目指す、管理業務のポイントをわかりやすく解説し、質疑応答とディスカッショ
ンを盛り込み、クラス全体での理解を深めていきます。
＜プログラム＞

１．各社に共通する中長期事業の課題　 
２．計画どおりには進まない事業を、どのようにマネジメントするか
３．計画立案と管理の基本プロセスと経営視点からのチェックリスト
４．リターンを高めるために、押さえたいポイント　 
５．事例にみる中長期事業の勘所　
６．質疑応答とまとめ

小川 康氏（おがわ やすし）　［インテグラート代表取締役］
東京大学工学部都市工学科卒業、東京海上火災保険入社。米国ペンシルバニア大学ウォートンスクール修了

（MBA、起業学・ファイナンス）。Wharton SBDC（米国）、ブーズ・アレン・ハミルトンを経て、インテグラート入社。
2008 年より現職。製造業・ベンチャー企業を中心とした戦略コンサルティング及び、投資ファンドを顧客とした
財務分析の経験をベースに、ビジネスシミュレーションを活用した事業投資支援コンサルティングとシミュレーショ
ン手法の企業への導入支援を提供。製薬、電力、ガス、化学メーカーなどで豊富な実績を持つ。1999 年から
2001 年までの 2 年間、仮説指向計画法（Discovery-DrivenPlanning）の開発者であるペンシルバニア大学
マクミラン教授の研究センターに勤務、直接指導を受ける。著書に『不確実性分析実践講座』（ネクスプレス、共著）。

経営法務

内部統制の基礎知識と実践の勘所
講師：野田 弘子氏　[ 公認会計士、プロビティコンサルティング株式会社代表取締役 ]

3/12（木） 13:00 ～ 17:00　会場：日経 6 階

会社役員が内部統制を適切に機能させるために必要となる基礎知識と適切な運用のための考え方、判断する
際の実践ポイントなどを要点を絞って解説します。会社の機能や株主をはじめとするステークホルダーとの
関係性など原理原則から紐解き、理解を深めます。加えて、財務関連や海外子会社関連などの最近の不正
事例から、内部統制運用の課題と対応策も検討します。
＜プログラム＞

１．内部統制はなぜ必要なのか　 ２．内部統制の目的とは何か　
３．内部統制の基本要素　　　　４．金融商品取引法の内部統制と会社法の内部統制を理解する　
５．最近の不正事例やトラブルから学ぶ、内部統制のポイント

野田 弘子氏（のだ ひろこ）　［公認会計士、プロビティコンサルティング株式会社代表取締役］
東京大学法学部卒業。約 20 年にわたり、複数の外資系金融機関で経理部長を歴任し、財務報告、管理会計、
税務関連業務等、広く財務・経理業務に携わる。2006 年より会計コンサルタントとして企業研修や経理部門の
活性化に取り組んでいる。10 年プロビティコンサルティング設立。亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略
研究科戦略会計担当非常勤講師。三井海洋開発株式会社及び岡部株式会社の独立取締役。著書に「すらすら
経理実務」（共著、中央経済社）がある。

※下記の内容は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。



経営戦略

経営戦略・事業戦略の見極めと判断ポイント
講師：武藤 泰明氏　[ 早稲田大学教授 ]

3/16（月） 13:30 ～ 17:00　会場：日経 6 階

地位が上がることに伴い「自分が経験したことのないビジネス」について、判断や意思決定を求められる機会が
増えていきます。この講座では、取締役会、役員会や経営会議、役員・経営幹部が主催する部門会議・ミー
ティングを想定して、それぞれの場面で、最大のパフォーマンスを組織として実現していくための方策について、
戦略論を中心に解説していきます。成功企業の経験に基づく戦略論や戦略概念の習得を目指します。
＜プログラム＞

１．経営戦略・事業戦略の基本的な枠組と基礎知識　
２．経営戦略・事業戦略のキーワード解説　
３．「初見」データの分析力を高める　
４．予測と戦略構築　
５．Co-Work による組織能力の構築

武藤 泰明氏（むとう やすあき）　［早稲田大学教授］
1980 年東京大学大学院修士課程修了、三菱総合研究所入社。同社主席研究員を経て 2006 年より早稲田大学
スポーツ科学学術院教授。ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会理事、独立行政法人鉄道・運輸
機構特別顧問なども務める。著書は『ビジュアル経営の基本』『 Ｑ＆Ａ経営100の常識』『持ち株会社経営の実際』

『経営用語辞典』（以上、日本経済新聞出版社）『プロスポーツクラブのマネジメント』『ファンド資本主義とは何か』
（以上、東洋経済新報社）『グループ経営７つの新常識』（中央経済社）『人手不足時代の人事戦略』（日本能率
協会マネジメントセンター）『 未来予測の技法』（ＰＨＰ研究所）など多数。

経営戦略

事業買収の検討・判断と撤退の見極めポイント
講師：竹埜 正文氏　[ クリフィックス FAS マネージング・ディレクター ]

3/17（火） 13:30 ～ 17:00　会場：日経 6 階

今の M&A の現場で行われている事業買収、撤退の実務の知見をもとに、役員・経営幹部の方を対象として、
（１）事業経営における M&A の現状と意義を整理し、（２）失敗例を通じて M&A の留意点を確認し、
（３）買収時の検討の勘所を整理します。最後に（４）買収後の不振事業の見極めと対応方法のポイントに
ついて整理し、経営層に必要な投資・撤退検討判断の流れと要所について事例検討を交えて解説します。
＜プログラム＞

１．事業買収（M&A）の潮流　
２．事業買収（M&A）の「失敗」　
３．事業買収（M&A）検討の勘所　
４．買収後の事業の見極めと対応策　
５．まとめ　M&A10 カ条

竹埜 正文氏（たけの まさふみ）　［クリフィックス FAS マネージング・ディレクター］
1986 年東北大学法学部卒業、日本長期信用銀行入行。中央監査法人、みすずフィナンシャル・アドバイザーズ

（PwC）、米系評価会社、太陽有限責任監査法人を経て、現職。企業価値評価、無形資産評価、M&A、再編
アドバイス等を担当。IFRS 財団の公正価値測定教育文書評価専門家グループメンバー。著書に「株式価値評価
入門」（中央経済社）がある。



人事労務

経営の視点で求められる人事労務のエッセンス
講師：丸尾 拓養氏　[ 弁護士 ]

3/19（木） 13:30 ～ 17:00　会場：日経 6 階

経営に直接には不要である詳細な知識に時間をかけるのではなく、現在の大きな雇用システムの変化の中で
法律や判決が経営に何を求めているか、行政が「本音」として何をねらっているのか、メンタル・成果・ハラ
スメントなどの現下の個別事案にどのようにアプローチすべきか等、経営者やマネジメント層が押さえておくと
役に立つ知見について、現場に詳しい弁護士が解説します。
＜プログラム＞

１．「働き方改革」を経営の視点で理解する　　　　 ２．「雇用法」の仕組みを理解する
３．「就業規則」を変更する　　　　　　　　　　　４．人事管理（HRM）と労働法を結びつける
５．これからの賃金・処遇を考える　　　　　　　　６．強い人事権が変化することを予見する
７．採用と退職を柔軟に考える　　　　　　　　　　８．「正社員がいなくなる」時代に備える
９．「ダイバーシティーズ」の次のステップに進む　　１０．労働時間を考え直す

１１．「安全配慮義務」から考えない　　　　　　　  １２．成果を上げられない従業員に対応する
１３．「パワハラ」をなくそう　　　　　　　　　　　 １４．「均衡」と「均等」の違いを理解する

丸尾 拓養氏（まるお ひろやす）　［弁護士］
東京大学法学部卒、1999 年弁護士登録。07 年丸尾法律事務所を開設。労働事件（使用者側）を多く取り
扱う。第一東京弁護士会所属。経営法曹会議所属。著書に『人事担当者が使う図解労働判例選集』『解雇・
雇止め・懲戒（補訂版）』（以上、労務行政）等がある。

会計財務

事業経営に必要な会計財務数値の読み方と活用法
講師：夏目 岳彦氏　[ミネルヴァインサイト合同会社代表　公認会計士 ]

3/23（月） 13:30 ～ 17:00　会場：日経 6 階

上場企業やそのグループ企業の役員や経営幹部の皆様で、これまで財務数値を読解、分析する業務にあまり
携わったことがなく、この分野の経験が不足していると考えられている皆様を主な対象としています。実務
経験豊富な専門家が、財務三表（BS、PL、CF）から、事業経営をしていく上で必要な基礎的な経営分析の
手法までを丁寧に解説します。
＜プログラム＞

１．自社の経営実態をつかむために必要な財務三表の知識
２．経営分析の基本を理解する－食品業界を題材にした事例で学ぶ
３．財務数値を読み、経営効率改善に生かすポイント
４．まとめと振り返り～事業効率を意識した経営のポイント

夏目 岳彦氏（なつめ たけひこ）　［ミネルヴァインサイト合同会社代表　公認会計士］
1998 年青山監査法人（現 PwC あらた監査法人）入所。会計監査業務の他、関連財務コンサルティング会社にて
M&A のための財務デューデリジェンス、企業価値評価、ＩＰＯ支援業務等を担当。2000 年日本証券業協会
店頭登録審査部に出向、新規上場会社の上場審査業務を担当。07 年有限責任監査法人トーマツ入所、金融事
業部、アドバイザリー事業部に在籍。M&A の事業・財務デューデリジェンス業務や企業価値評価業務、PMI
支援業務、事業再生計画策定・支援業務等のコンサルティング業務に従事。金融機関、上場企業等に対し会計・
財務・問題解決力・提案営業力強化に関連した各種人材育成プログラムの企画立案、講師を担当し、「現場
実務の第一線の知見を研修プログラム化して伝える」活動に精力的に取り組む。15 年 8 月有限責任監査法人トー
マツのパートナーを退任し、ミネルヴァインサイト合同会社を設立、代表就任。事業承継やM&A関連サービスの他、
多くの上場企業、金融機関においてカスタマイズ型の人材育成プログラムを企画・提供している。一橋大学大学
院国際企業戦略研究科金融戦略・経営財務コース修了（MBA in Finance)。



経営法務

取締役・執行役員の法律知識とコンプライアンス
講師：菅原 貴与志氏　[ 弁護士 ]

3/24（火） 13:00 ～ 17:00　会場：日経 6 階

会社役員に必須の法律知識と実際の企業経営での活用方法を解説するプログラムです。会社法をはじめ、
金融商品取引法、独占禁止法や労働法など理解が必要な法的知識のポイントをつかみ、法が定める経営の
効率や機動性を高める仕組みを活用し、コンプライアンス経営やリスクマネジメントの実践に役立てていただ
けます。多くの参考事例をセレクトし、実践ポイントを、臨場感を持って学んでいただけます。
＜プログラム＞
第Ⅰ講　会社役員の義務と責任

１．取締役の法律上の地位～取締役・監査役とは
２．経営の意思決定スキーム：取締役会と取締役・監査役
３．役員の義務 ～取締役・監査役・執行役員がしなければならないこと
４．取締役の責任 ～取締役・監査役がしてはならないこと

第Ⅱ講　内部統制とコンプライアンス
１．内部統制システムの構築・整備と取締役・監査役
２．コンプライアンス経営の実体 ～経営幹部に必要な法律知識のポイントを解説

第Ⅲ講　総括と補足

菅原 貴与志氏（すがわら たかよし）　［弁護士］
弁護士（弁護士法人 小林綜合法律事務所）、慶應義塾大学大学院法務研究科教授。専門分野は、会社法、経済法、
国際取引法、情報法、リスク・マネジメント等の企業法務全般。2014 年 4 月より、法制審議会商法部会委員。
主な著書に『新しい会社法の知識』（商事法務）、『会社法の実務とコーポレートガバナンス・コードの考え方』

（共著・LABO）、『詳解 個人情報保護法と企業法務』（民事法研究会）、論文に「コンプライアンス経営の
理論と実務」（プログレス 810 号）、「監査等委員会設置会社－解釈上の論点と実務への影響－」（法学研究 89
巻 1 号）、“Recent Legal Measures to Enhance Corporate Transparency in Japan”, Business Law Review 
Vol.12 等がある。

経営法務

事例で紐解くリスクマネジメントの原則
講師：原 正雄氏　[ 弁護士、中島経営法律事務所パートナー ]

3/27（金） 13:30 ～ 17:00　会場：御茶ノ水トライエッジカンファレンス

毎年、数多くの企業不祥事が発生し、大きく報道されています。この講座では、会社役員が判断を迫られる
典型的なリスクについて、実際に起きた企業不祥事の事例をもとに、事前の把握、予防策、初期対応、
その後の対応策のポイントを説明します。
＜プログラム＞

１．リスク管理とは　～知る、避ける、最小化
２．リスクを知る
３．リスクを避ける
４．リスクの最小化　～ダメージコントロール
５．危機発生の具体的例（モデル対応と比較する）
６．会社役員の心得

原 正雄氏（はら まさお）　［弁護士、中島経営法律事務所パートナー］
一橋大学法学部卒業。2001 年弁護士登録（第二東京弁護士会所属）、中島経営法律事務所入所。2006 年
4 月よりパートナー。消費者対応、企業問題に関する訴訟、知的財産を得意とする。主な論文に「事例で検証する
最新コンプライアンス問題」（2014 年～ 18 年、Profession Journal 連載）、「【実務解説】顧客情報流出問題　
体制・対応はどうあるべきか？」（ビジネス法務 2014 年 12 月号）などがある。ロールプレイングによって実践的に
戦略法務の知識と技術を身につける戦略法務講座「中島塾」でも講師を務める。



受講者の声

お申し込み方法

個人のお客様

下記 URL または QR コードからお申し込みください。
https://s.nikkei.coｍ/pleader

法人のお客様

複数名受講、代理お申し込みの方は、下記 URL または QR コードから Excel を
ダウンロードし、まとめてお申し込みください。
https://auth.nikkei.co.jp/school/hr/form.aspx?rtid=toplead

・M&A に的を絞って、明確。経験と新資料に基づく講義で “ 本 ” では得られない話が聴けた。
・M&A について考慮すべき点がすっきりと整理できた。
・わかりやすく今後の参考になった。毎日実務をされてる講師なので臨場感があった。

・全体的に非常にわかりやすかった。「減価償却」「のれん」などの意味が良く理解できた。
・きわめて平易でわかりやすい説明。多くの気づきがあった。ポイントをついた説明は評価できる。
・ROA、ROE の定義、位置づけ、意味合いの違いとその関連性、P/L との関連性などが理解できた。

会計
財務

・役員に必要な法律知識について、実例を交えた分かりやすいセミナーだった。
・会社法をベースにしながらも、会社法以外の法律でも実際の裁判例をまじえ、分かりやすい説明だった。
・役員としての責任の具体的理解ができた。難しい内容であるが、身近な例をあげ、わかりやすい説明だった。

経営
法務

・経営実務としての人事労務の最近の法制、法律が構造化されていた。非常に実務的なアドバイスになった。
・スピード感と全体感、企業側の立場の語りでよかった。
・時代背景の総論から実務各論までカバーされていたところがよかった。

・最近の sox のトレンドや不正事例が有益だった。
・テクニックではなく、考え方のベースをしっかり教えていただけた。
・内部統制についての知識がわかりやすく説明されていた。

内部
統制

人事
労務
管理

・自分の引き出し（フレームワークやリーディング）を増やすことが出来た。内容の幅が大変広くて良かった。
・経験・知見が豊富で、言葉に信ぴょう性を感じた。
・戦略は独自性が必要だが技能は優れた企業の真似で良いということが、とても良く理解出来た。

経営
戦略

事業
買収

（M&A）

お問い合わせ先

「日経ビジネススクール」運営事務局
TEL：03-6812-8679　FAX：03-6812-8755（平日 9:30 ～ 17:30）　
E-mail：nikkei-bs@nex.nikkei.co.jp
＜営業日＞土日祝、国民の休日、年末年始（12/28 ～ 1/4）を除く日


