第 93 回

監査役全国会議(オンライン開催)のご案内
―

主

題

―

ポストコロナ時代の監査役等監査の在り方と
実効性の向上を考える
第 93 回監査役全国会議は、東日本大震災後 10 年が経過したことを踏まえ、東北地方（仙
台国際センター）での開催に向けて準備を進めておりましたが、新型コロナウイルス感染
症の感染状況に鑑み、オンライン（ライブ配信及びオンデマンド配信）にて開催いたします。
開催に当たっては、
「会議」であることの意義を再考し、ライブ配信を取り入れることに
よりリアルタイムにオンラインでバーチャル参加していただくほか、複数のシンポジウム
ではチャット機能を利用した質疑応答を行うことで、双方向性のある全国会議の開催を目
指します。なお、ライブ配信実施の日時にご都合が合わない場合を考慮して、後日、期間
を定めてオンデマンド配信も実施いたします（※なお、文化講演は、ライブ配信１回のみ
となり、オンデマンド配信はいたしませんのでご留意ください）
。
□ プログラムのポイント
【講演】
東日本大震災により大きな被害を受け、その後全線で運行再開を果たしながらも、2019
年には再び台風 19 号による被害を受け、昨年３月に全線復旧を果たした三陸鉄道。今回は、
三陸鉄道㈱代表取締役社長の中村一郎氏に、三陸鉄道のこれまでの取り組みと現在につい
てお話を伺います。

【シンポジウム】
メインテーマとして、
「ポストコロナ時代の監査役等監査の在り方と実効性の向上を考え
る」シンポジウムのほか、３つの個別テーマ「コーポレートガバナンス・コード改訂を踏
まえた監査役等の今後の課題と対応」、「監査役等と会計監査人の連携について」、「中堅・
中小規模会社における監査役・監査等委員の職分」についてのシンポジウムを開催いたし
ます。詳細は、後掲をご参照ください。
【文化講演】
東日本大震災を仙台の地で経験され、防災士の資格も有しているフリーアナウンサーの
生島ヒロシ氏に、震災当時の体験なども踏まえてお話を伺います。
（※ライブ配信のみ）

□ 開催日程

【ライブ配信】
2021 年 10 月 6 日（水）～ 8 日（金）
【オンデマンド配信】 2021 年 10 月 18 日（月）～31 日（日）

□ 参 加 費

１．会員会社の方
１名／10,000 円（消費税含む）
※登録会員以外の会員会社にご所属の方も含みます。
２．会員会社以外の方

□ 動作環境

１名／20,000 円（消費税含む）

最新バージョンのＯＳ及びブラウザにてご視聴ください。
※ブラウザの JavaScript および Cookie 機能は有効にしてください。各ブラウザは、最
新のアップデートが適用されていることを前提としています。
※各社のセキュリティソフトウェアまたは、アンチウイルスソフトウェアのセキュリテ
ィ機能によっては正しく利用できない場合があります。
※ライブ配信は、㈱ブイキューブ、オンデマンド配信は、㈱Ｊストリームのプラットフ
ォームを利用します。詳細は、各社ＨＰの動作環境ページもご参照ください。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、プログラム等の変更を行う場合がございます。
何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

公益社団法人日本監査役協会
Japan Audit & Supervisory Board Members Association

□ プログラム
１日目

１０月６日（水）

13:00～13:10

開会挨拶（ライブ配信）

13:10～14:10

講演（ライブ配信

（敬称略）

（公社）日本監査役協会会長

後藤 敏文

※質疑応答なし）

「光り輝く三陸を目指して～東日本大震災から 10 年～」
〔講

師〕

三陸鉄道㈱

14:10～14:40

休憩

14:40～17:10

シンポジウム

（途中休憩あり）
（質疑応答あり）

代表取締役社長

個別テーマⅠ（ライブ配信

中村 一郎

※質疑応答あり）

「コーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえた監査役等の今
後の課題と対応～監査役監査基準等の改定にも触れて～」
〔登壇者〕
東洋製罐グループホールディングス㈱ 常勤監査役 上杉 俊隆
㈱日本取引所グループ 取締役・常勤監査委員 美濃口 真琴
Ｈａｍｅｅ㈱ 常勤監査役 関野 いづみ
〔進行役〕
森・濱田松本法律事務所 弁護士（パートナー） 松井 秀樹

２日目
9:30～12:00
（途中休憩あり）
（質疑応答あり）

１０月７日(木)
シンポジウム

メインテーマ（ライブ配信

※質疑応答あり）

「ポストコロナ時代の監査役等監査の在り方と実効性の向上を
考える」
〔登壇者〕
三菱商事㈱

〔進行役〕

常勤監査役／当協会副会長、ケース・スタディ委員会委員長
内野 州馬
太陽誘電㈱ 常勤監査役／日本内部監査協会理事 吉武 一
ユナイテッド㈱ 常勤監査役 山﨑 滋
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
パートナー弁護士 塚本 英巨

12:00～13:30

休憩

13:30～16:00

シンポジウム

（途中休憩あり）
（質疑応答あり）

「監査役等と会計監査人の連携について」

個別テーマⅡ（ライブ配信

※質疑応答あり）

〔登壇者〕
日本公認会計士協会常務理事／EY 新日本有限責任監査法人パートナー
志村 さやか
三井物産㈱ 常勤監査役 塩谷 公朗
日本精工㈱ 理事 榎本 俊彦
〔進行役〕
日本電気㈱ 監査役／当協会副会長、会計委員会委員長 川島 勇

□ プログラム(続き)

３日目

（敬称略）

１０月８日（金）

9:30～12:00

シンポジウム

（途中休憩あり）
（質疑応答なし）

個別テーマⅢ（収録配信

※質疑応答なし）

「中堅・中小規模会社における監査役・監査等委員の職分」
〔登壇者〕
第一稀元素化学工業㈱ 常勤監査役 川口
フクシマガリレイ㈱ 社外取締役 常勤監査等委員 竹内
三井住友ＤＳアセットマネジメント㈱ 上席参与 藏本
〔進行役〕
山口利昭法律事務所 代表弁護士 山口

12:00～13:30

休憩

13:30～14:40

文化講演（ライブ配信

（質疑応答なし）
（ライブ配信のみ
オンデマンド配信
はいたしません。）

□

博司
博史
裕嗣
利昭

※質疑応答なし）

「わが人生～東日本大震災の教訓とともに～」
〔講

師〕

フリーアナウンサー

生島 ヒロシ

シンポジウムについて

メインテーマ「ポストコロナ時代の監査役等監査の在り方と実効性の向上を考える」
ケース・スタディ委員会にて実施した大規模アンケートの結果を踏まえて、コロナ禍におけ
るリモート監査などの監査役等の実務における課題と工夫、コロナ禍によって新たに表れたリ
スク・顕在化しやすくなったリスクとそれに対する監査の在り方について議論する。
個別テーマ
テーマⅠ「コーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえた監査役等の今後の課題と対応
～監査役監査基準等の改定にも触れて～」
コーポレートガバナンス・コード改訂における監査役等の職務に関連する論点を中心に、課
題や各社の今後の取組みについて、今秋予定されている監査役監査基準の改定案の趣旨や検討
の経緯にも触れながら議論する。
テーマⅡ「監査役等と会計監査人の連携について」
2021 年 3 月期決算の監査から KAM が強制適用となるなど、監査役等と会計監査人の連携はター
ニングポイントを迎えている。実務指針の改定などもふまえ、今夏に実施したアンケート結果や注
目すべき開示事例も紹介しながら、監査役等と会計監査人の連携に係る論点について俯瞰する。
テーマⅢ「中堅・中小規模会社における監査役・監査等委員の職分」
監査役等として、コーポレート・ガバナンスや自社の持続的成長にいかに貢献するか、とい
った論点について中堅・中小規模会社の環境を踏まえて議論する。進行役から出される事例に
対して、登壇者自身の考えも披露しつつ論点を深掘りする。
監査役全国会議プロジェクト委員会委員（順不同・敬称略）
委員長
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東洋紡㈱
日本製鉄㈱
(公社)日本監査役協会

〔講師略歴〕

※敬称略

中村 一郎（なかむら・いちろう）

内野 州馬（うちの・しゅうま）

1979 年 3 月東京大学法学部卒業。1979 年 4 月岩
手県入庁、
2010 年 4 月沿岸広域振興局長
（釜石市）
、
2012 年 4 月政策地域部長、2014 年 4 月復興局長、
2016 年 3 月岩手県退職、同年 6 月三陸鉄道株式会
社代表取締役社長に就任。2020 年 7 月から全国第
三セクター鉄道等協議会会長、現在に至る。座右
の銘「笑涯楽習」。

1954 年 6 月生。1978 年早稲田大学政治経済学部
卒業、同年三菱商事株式会社入社。1985 年中小企
業診断士登録。1992 年から５年半米国三菱商事会
社駐在。2004 年から６年間三菱自動車工業株式会
社常務執行役員。2010 年三菱商事株式会社主計部
長就任、2013 年同社代表取締役常務執行役員 CFO
就任。2016 年退任、2018 年同社常勤監査役就任
（現職）日本監査役協会副会長兼ケース・スタデ
ィ委員長。

上杉 俊隆 (うえすぎ・としたか)
1957 年生まれ。1980 年東洋製罐株式会社入社。
工場総務業務、本社経理業務に従事し、2003 年に
監査室が新設されて監査室を立ち上げ、2008 年監
査室長、2013 年東洋製罐グループホールディング
ス株式会社監査室長。2014 年常勤監査役に就任、
現在に至る。日本監査役協会監査実務製造業第５
部会に所属。日本内部監査協会ガバナンス研究会
に所属。「内部統制報告制度の自己評価と統合監
査への試み」
（月刊監査研究、2011 年 3 月号 36 頁
以下）
。

吉武 一（よしたけ・はじめ）
1979 年神戸大学経営学部卒業、㈱りそなホールデ
ィングス執行役内部監査部長、㈱埼玉りそな銀行
常勤監査役等を経て、現在、太陽誘電㈱常勤監査
役 ， 日 本 内 部 監 査 協 会 理 事 ， IIA
The
International Internal Audit Standards Board
Member。CIA、CISA、CFE 等の資格保有。主著とし
て、
『ロジカル内部監査』
（同文舘出版）
、
『IT 監査と
IT ガバナンス』
（共著）
（同文舘出版）
、等がある。

美濃口 真琴（みのぐち・まこと）

山﨑 滋（やまざき・しげる）

1984 年東京証券取引所入所。株式部、業務システ
ム部、派生商品部、総務部などを経て 2007 年総
務部長。2009 年経営企画部長、2010 年上場審査
部長。2011 年東京証券取引所自主規制法人（現日
本取引所自主規制法人）常任理事、2015 年株式会
社日本証券クリアリング機構取締役、2017 年株式
会社日本取引所グループ取締役・常勤監査委員に
就任。現在に至る。

1961 年生まれ。1984 年株式会社旭通信社（現株
式会社 ADK ホールディングス）入社。2008 年株式
会社インタースパイア（現ユナイテッド株式会
社）常勤監査役就任。2012 年ユナイテッド株式会
社常勤監査役就任、現在に至る。日本監査役協会
理事、同 広報政策推進会議委員、同 監査実務部
会非製造第 1 部会第 2 グループ幹事。公認内部監
査人（CIA）
。公認不正検査士（CFE）。認定コンプ
ライアンス・オフィサー。

関野 いづみ（せきの・いづみ）
2008 年明治大学専門職大学院会計専門職研究科
修了、太陽 ASG 監査法人（現太陽有限責任監査法
人）入社。その後事業会社にて経理や内部統制整
備を担当。2014 年株式会社 PLAN-B 監査役、2018
年 Hamee 株式会社常勤監査役就任、現在に至る。
2019 年中小企業診断士登録。

松井 秀樹（まつい・ひでき）
1988 年 3 月東京大学法学部卒業。90 年 4 月弁護
士登録。2004 年 4 月～07 年 3 月東京大学 大学院
法学政治学研究科 客員助教授。著書：『企業危
機・不祥事対応の法務[第 2 版]』（共編著：商事
法務、2018 年）
、『変わる株主総会』（共著：日本
経済新聞出版社、2018 年）
、
『新・会社法実務問題
シリーズ 7 会社議事録の作り方[第 2 版]－株主
総会・取締役会・監査役会・委員会』（中央経済
社、2016 年）等。当協会監査法規委員会専門委員。

塚本 英巨(つかもと・ひでお)
2003 年東京大学法学部卒業、
2004 年弁護士登録、
2016 年～当協会ケース・スタディ委員会専門委員、
2017 年～2020 年経済産業省コーポレート・ガバ
ナンス・システム（CGS）研究会（第 2 期）委員、
2019 年～2021 年同省新時代の株主総会プロセス
の在り方研究会委員。2010 年～2013 年に法務省
民事局へ出向し、平成 26 年改正会社法の企画・
立案を担当。著書に、『株主総会資料電子提供の
法務と実務』
（商事法務、2021 年）
（共著）
、
『基礎
から読み解く社外取締役の役割と活用のあり方』
（商事法務、2021 年）等がある。

志村 さやか（しむら・さやか）

竹内 博史(たけうち・ひろし)

1984 年慶應義塾大学商学部卒業、1985 年 10 月太
田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）
入社、1989 年 4 月公認会計士登録、1991 年～1994
年 EY ロサンゼルス事務所駐在、2000 年 5 月パー
トナー（現任）、2011 年 8 月評議員、2016 年 7 月
日本公認会計士協会常務理事（現任）。テクノロ
ジー・IT・自動車関連・半導体関連・エネルギー・
医薬・金融機関及び IPO 等、数多くの監査業務に
関与。

1973 年小西六写真工業株式会社（現コニカミノル
タ株式会社）入社。主にカラーフィルムの販売に
従事。国内子会社の統廃合を主導し、統合したコ
ニカカラーイメージング株式会社社長に就任。写
真事業からの撤退を機に、内部監査部門を経て、
2007 年コニカミノルタオプト株式会社常勤監査
役。2010 年福島工業株式会社（現フクシマガリレ
イ株式会社）常勤監査役、2020 年同社社外取締役
常勤監査等委員。公認内部監査人。

塩谷 公朗（しおたに・きみろう）

藏本 裕嗣(くらもと・ゆうじ)

1984 年東京大学法学部卒業、三井物産株式会社入
社。食料会計部、英国経理研修員、税務部、経理
部を経て 1997 年米国三井物産ニューヨーク本店
税務課、2002 年同店会計課長。2009 年経理部決
算統括室長、2012 年セグメント経理部長、2013
年フィナンシャルマネジメント第一部長、2015 年
執行役員経理部長を歴任後、2019 年 6 月常勤監査
役に就任し現在に至る。2018 年より企業会計基準
委員会委員、2020 年より日本監査役協会第 47 期
会計委員会委員を務める。

1985 年住友銀行(現三井住友銀行)入行、1988 年
住銀バンカーズ投資顧問(現三井住友 DS アセット
マネジメント)に出向。2001 年よりコーポレー
ト・ガバナンス活動、ESG 活動に従事し、経産省、
厚労省の各種委員会、研究会に委員として参画し
たほか、金融庁、東証、経産省をはじめさまざま
なセミナー等で講演。

山口 利昭(やまぐち・としあき)

1990 年弁護士登録（大阪弁護士会）
、1995 年山口
利昭法律事務所開設。企業のリスクマネジメント
榎本 俊彦（えのもと・としひこ）
支援、内部統制構築支援、その他不正調査等の業
1985 年慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。 務に従事しており、とりわけ IPO（新規株式公開）
同年日本精工株式会社入社、1996 年～2002 年英 を目指す企業における内部管理体制の指導には
国駐在、2008 年財務本部連結経理部長、2013 年 定評がある。財務省コンプライアンス推進会議ア
執行役財務本部副本部長、2015 年理事経営監査部 ドバイザー、日本内部統制研究学会、日本コーポ
長を経て、2016 年取締役監査委員、2021 年理事 レートガバナンスネットワークの理事を務める。
に就任、現在に至る。日本監査役協会会計委員会 ブログ「ビジネス法務の部屋」管理人。
委員。

生島 ヒロシ(いくしま・ひろし)
川島 勇(かわしま・いさむ)
1981 年慶応義塾大学商学部卒業、同年日本電気株
式会社入社、2009 年経理部長、2011 年取締役執
行役員兼 CFO、2015 年取締役執行役員常務兼 CFO、
2017 年代表取締役執行役員常務兼 CFO、2018 年監
査役就任、2020 年日本監査役協会副会長兼任、現
在に至る。

川口 博司(かわぐち・ひろし)
1978 年近畿大学理工学部卒業。79 年株式会社ワ
タベ衣裳店(現ワタベウェディング株式会社)入
社。95 年管理本部経理部長、00 年管理本部財務
部長、02 年常勤監査役に就任、05 年取締役社長
室長に就任。11 年シノブフーズ株式会社常勤監査
役に就任。19 年第一稀元素化学工業株式会社常勤
監査役に就任、現在に至る。

1950 年宮城県気仙沼市生まれ、
1971 年単身渡米、
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校ジャー
ナリズム科卒。1976 年 TBS 入社、ラジオ番組を振
り出しにアナウンサーとして活躍。1989 年独立。
その後、ファイナンシャルプランナー、防災士、
SDGs 検定､eco 検定、ヘルスケアアドバイザー、
金融知力インストラクターなどの資格を取得。
現在、TBS ラジオ系『生島ヒロシのおはよう定
食・一直線』等のレギュラー番組、講演等多方面
で活躍。

□ 申込方法
※ ライブ配信を行うにあたり定員を設けます。申込みは「先着順」にて定員に達し次第、締め切ります。
お申込みいただいた方は、後日のオンデマンド配信もご視聴いただくことができます（※文化講演を
除く）。申込みは 9 月 27 日（月）まで受付いたします。
※ オンデマンド配信のみ視聴される場合もお申込みが必要です。上記期日までにお申込みください。

 申込方法
【マイページを利用できる方】
（会員監査役等及び会員会社所属で ID・パスワードを付与されている方）
当協会ＨＰの「会員専用マイページ」にサインイン→「セミナー」→「全国会議」→「第 93 回監査
役全国会議」からお手続きください。
【マイページを利用できない方】（上記以外の方）
当協会ＨＰの「セミナー」→「全国会議」→「第 93 回監査役全国会議」からお手続きください。
※

会員会社にご所属の方のお申込み方法として、当協会の議決権行使者の方は、「会員専用マイペー
ジ」内から、会員会社ご所属の方のお申込みも行うことができます。

 視聴方法
【ライブ配信】
お申込みをいただいた方には、後日、10 月 1 日（金）に、ご登録いただいたメールアドレス宛、具
体的な視聴方法及びライブ配信専用のＩＤ・パスワードなどのご案内をいたします。
【オンデマンド配信】
10 月 18 日（月）以降、当協会ＨＰの「会員専用マイページ」にサインイン→「セミナー」→「全国
会議」→「ご自身の参加申込全国会議」のページからご視聴ください。

 申込のキャンセル方法
9 月 27 日（月）までキャンセル可能です。9 月 27 日（月）までにキャンセルした場合は、費用は発生
いたしません。9 月 28 日（火）以降のキャンセルは、費用全額を請求いたしますのでご了承ください。

【マイページにサインインして申込みされた方】
当協会ＨＰの「会員専用マイページ」にサインイン→「セミナー」→「全国会議」→「ご自身の参加
申込全国会議」→「第 93 回監査役全国会議」をクリックしていただくと「受講申込情報」画面に入
りますので、その画面からお手続き下さい。
【マイページにサインインせずに申込みされた方】
申込後受信されます確認メールに記載の指定 URL をクリックし、専用フォームから変更内容をご連絡
ください。

 参加費のご請求
【会員会社の方】（会員会社ご所属の方を含む）
終了後、11 月中旬頃までに請求書を発行いたします。申込み時に別の請求先をご入力いただいた方、
また「会員マイページ」にサインインせずに申込みをされた方は、「請求先」にご入力いただいた宛
先に、申込者のみの請求書をお送りします。
【会員会社ではない方】
申込受領後お送りします確認メールに記載の指定口座に、9 月 28 日（火）までにお振込み下さい。
〔お問い合わせ〕
会員マイページについて

専用サポート窓口

03-6808-7604

平日 9：00～18：00※土日祝休業

その他のお問い合わせは、メールにてお願いいたします。宛先：seminar@kansa.or.jp

