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̶ 会員会社数の推移 ̶

1975 1985 1995 2000 2005 2008 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

7,128社

2021

7,261社

2022

7,490社
7,006社

6,748社
6,502社

6,322社
6,100社

5,886社

5,796社
5,829社

6,140社

4,874社

3,786社
3,229社

1,839社

858社

̶ 会員会社の上場等の区分̶

個人会員　126社　1.7%

非上場　4,211社
56.2%

地方単独上場　59社　0.8%
その他上場　30社　0.4%

グロース市場　322社　4.3%

スタンダード市場　1,043社
13.9%

スタンダード市場　1,043社
13.9%

プライム市場　1,699社
22.7%

プライム市場　1,699社
22.7%

Ⅳ　第49期事業報告附属明細書

１　会員分布状況（2022年８月31日現在）
当協会の会員会社数は、7,490社（登録監査役･監査等委員･監査委員･監事数9,372名）となっています。
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北海道　83社　1.1%

東北　101社　1.3%

東京都　4,394社
58.7%

関東（東京都を除く） 666社
8.9%

東海　536社　7.1%

甲信越　99社　1.3％

北陸　88社　1.2%

関西　1,056社
14.1%

中国　140社　1.9%
四国　68社　0.9%

九州　259社　3.5%

500億円以上　320社
4.3%

100～500億円未満　869社
11.6%
100～500億円未満　869社
11.6%

50～100億円未満　623社
8.3%

10～50億円未満　1,918社
25.6%

5～10億円未満　725社
9.7%

５億円未満　2,824社
37.7%

５億円未満　2,824社
37.7%

個人会員　126社　1.7%

相互会社・特殊法人等　85社　1.1%

̶ 会員会社の資本金別区分̶

̶ 会員会社の地域別区分̶



― 35 ―

２　支部幹事名簿
＜関西支部＞

支部長 富永　俊秀 パナソニック ホールディングス㈱
幹　事 藤原　敏正 大阪ガス㈱
幹　事 夛田　　均 近鉄グループホールディングス㈱
幹　事 横江　喜夫 イサム塗料㈱
幹　事 井村　謙次 オー・ジー㈱
幹　事 玉置　秀司 オムロン㈱
幹　事 植松　弘成 ダイキン工業㈱
幹　事 田村　典正 中国電力㈱
幹　事 松田　昌樹 トラスコ中山㈱
幹　事 飯塚　康広 東洋紡㈱
幹　事 高橋　康弘 ㈱カネミツ
幹　事 杉本　　康 関西電力㈱
幹　事 岡田　　治 倉敷紡績㈱
幹　事 川原　　央 四国電力㈱
幹　事 北　　正己 特殊電極㈱
幹　事 金岡　幸宏 ㈱PALTAC
幹　事 山田　英男 ハリマ化成グループ㈱
幹　事 小塚　武典 バルテス㈱
幹　事 竹内　博史 フクシマガリレイ㈱
幹　事 森　　剛之 モリテックスチール㈱
幹　事 木村　雅則 ロート製薬㈱

＜中部支部＞
支部長 加藤　治彦 トヨタ自動車㈱
幹　事 寺田　修一 中部電力㈱
幹　事 山田　龍彦 東海旅客鉄道㈱
幹　事 水野　　修 ジャニス工業㈱
幹　事 丹羽　卓三 タキヒヨー㈱
幹　事 大久保雄二 新東工業㈱
幹　事 亀田　善也 ㈱カノークス
幹　事 秋田　高一 名港海運㈱
幹　事 足立　秀一 明治電機工業㈱
幹　事 石井　悟朗 サーラ住宅㈱
幹　事 土肥　淳一 澁谷工業㈱
幹　事 吉田　真司 ㈱大光
幹　事 竹中　　弘※ ㈱ジェイテクト
幹　事 塩﨑　泰司※ 豊田通商㈱
幹　事 荒木　幹治※ 太陽化学㈱

※は、期中退任

＜九州支部＞
支部長 遠藤　泰昭 九州電力㈱
幹　事 久我　英一 ㈱JR博多シティ
幹　事 緒方　　勇 ㈱九電工
幹　事 山内　洋介 西部ガスホールディングス㈱
幹　事 井野　誠司 ㈱西日本シティ銀行



― 36 ―

幹　事 遠矢　浩司 ㈱西日本新聞社
幹　事 藤田　浩展 西日本鉄道㈱
幹　事 田中　和教 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ
幹　事 中山　裕二 ㈱安川電機

３　委員会・研究会等名簿
⑴　委員会委員

＜本部＞
監査法規委員会 委 員 長 美濃口真琴 ㈱日本取引所グループ

専門委員 松井　秀樹 森・濱田松本法律事務所　弁護士
専門委員 田中　　亘 東京大学社会科学研究所　教授
委 員 塩﨑　泰司 豊田通商㈱
委 員 藤原　敏正 大阪ガス㈱
委 員 藤根　　剛 ㈱日新
委 員 二宮　嘉世 ㈱フォーラムエンジニアリング
委 員 玉置　秀司 オムロン㈱
委 員 後藤　敏文 （公社）日本監査役協会

監査役監査実施要領
改定小委員会

委 員 長 蒲生　邦道 （公社）日本監査役協会
専門委員 若林　功晃 森・濱田松本法律事務所・弁護士
委 員 百武　直樹 （公社）日本監査役協会
委 員 松本茂外志 （公社）日本監査役協会
委 員 後藤　敏文 （公社）日本監査役協会
アドバイザー 浅岡　　武 （公社）日本監査役協会

会計委員会 委 員 長 川島　　勇 日本電気㈱

専門委員 弥永　真生 明治大学専門職大学院会計専門職研究科
教授

専門委員 志村さやか※ 日本公認会計士協会　常務理事
専門委員 結城　秀彦 日本公認会計士協会　常務理事
委 員 塩谷　公朗 三井物産㈱
委 員 丹羽　卓三 タキヒヨー㈱
委 員 松田　昌樹 トラスコ中山㈱
委 員 小口　光義 ㈱マルチブック
委 員 中島　　功 東京ガス㈱
委 員 丸山　誠司 ㈱ＩＨＩ
委 員 後藤　敏文 （公社）日本監査役協会

ケース・スタディ委員会 委 員 長 森　　孝一 キッコーマン㈱

専門委員 塚本　英巨 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
外国法共同事業　弁護士

委 員 古松　泰造 ㈱ファーマシィ
委 員 千歩　　優 トレンドマイクロ㈱
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ケース・スタディ委員会 委 員 永井　健藏 ㈱LIG
委 員 花岡　幸子 ㈱大和証券グループ本社

委 員 吉武　　一 太陽誘電㈱/（一社）日本内部監査協会
理事

委 員 髙橋　香苗 日本電信電話㈱
委 員 後藤　敏文 （公社）日本監査役協会

監査等委員会実務委員会 委 員 長 長濱　守信 第一生命ホールディングス㈱
専門委員 武井　一浩 西村あさひ法律事務所　弁護士
委 員 関　　孝哉 立正大学経営学部経営学科　教授
委 員 足立　秀一 明治電機工業㈱
委 員 岡田　　治 倉敷紡績㈱
委 員 久我　英一 ㈱JR博多シティ
委 員 住野　耕三 ㈱オートバックスセブン
委 員 後藤　敏文 （公社）日本監査役協会

監査役全国会議
プロジェクト委員会

委 員 長 加藤　治彦 トヨタ自動車㈱
委 員 津田　進世 ㈱ウェルクス
委 員 真山　伸一 ㈱松屋
委 員 宇野　晶子 ㈱資生堂
委 員 阿部　由里 ㈱カヤック
委 員 飯塚　康広 東洋紡㈱
委 員 佐藤　雅敏 三井不動産㈱
委 員 後藤　敏文 （公社）日本監査役協会

広報政策推進会議 議 長 富永　俊秀 パナソニック ホールディングス㈱
委 員 長嶋由紀子 ㈱リクルートホールディングス
委 員 宮本　博史 ㈱ミスミグループ本社
委 員 景山　和憲 ㈱博報堂ＤＹホールディングス
委 員 宮本　教子 日本郵船㈱
委 員 伊藤　彰浩※ キリンホールディングス㈱
委 員 後藤　敏文 （公社）日本監査役協会

実態調査推進会議 議 長 関　　秀明 ㈱日立製作所
専門委員 百武　直樹 （公社）日本監査役協会
専門委員 松本茂外志 （公社）日本監査役協会
委 員 佐藤　宏明 キヤノン㈱
委 員 宗司ゆかり dely㈱
委 員 山﨑　　滋 ユナイテッド㈱
委 員 後藤　敏文 （公社）日本監査役協会

※は、期中退任
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⑵　研究会幹事
＜関西支部＞
会計士協会関西地区三
会との共同研究会 幹 事 松田　昌樹 トラスコ中山㈱

４　広報活動
日付（執筆は発行日） 内　容

2021年11月16日 『日刊工業新聞』朝刊３面に記事掲載「監査役協会、会長に松野正人氏」

2022年１月10日 『週刊経営財務』の【年頭所感】を松野会長が寄稿

2022年１月11日 当協会ホームページにて、「年頭ご挨拶」の動画を配信

2022年２月10日 『旬刊経理情報』の「談・論」にて松野会長が以下の記事を寄稿
「KAMの強制適用の状況と今後の改革対応」

2022年３月３日

第二東京弁護士会にて以下の内容の講演
当協会職員「最近の監査役等を巡る動向」、「社外監査役等としての留意点―近
時の当協会の公表物から―」
監査役／当協会実務相談員「社外監査等委員・社外監査役の仕事・留意点につ
いて～実務経験を踏まえて～」

2022年４月
『月刊監査研究』にて松野会長が以下の記事を寄稿
「改訂コーポレートガバナンス・コードにおける内部監査部門と監査役等との
連携について」

2022年８月 『企業会計』の「Scope Eye」にて松野会長が以下の記事を寄稿
「サステナビリティへの取組みと監査役等の役割」

2022年８月４日
朝日新聞社記者による松野会長への取材により、以下の記事が掲載
朝日新聞DIGITAL　法と経済のジャーナル「監査役協会・松野会長『監査役
が動きやすい環境作りを議論していきたい』」

2021年９月20日
2021年10月１日
2022年１月10日・20日
合併号
2022年２月１日

旬刊経理情報「監査役協会解説」にて協会報告書の解説等を事務局が執筆

５　会合
⑴　監査役全国会議
第93回監査役全国会議　2021年10月６日～８日（ライブ配信＋オンデマンド配信）
【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
講演「光り輝く三陸を目指して～東日本大震災から10年～」
 三陸鉄道㈱　代表取締役社長　中村　一郎　氏
シンポジウム　�個別テーマ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～
 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　氏
 ㈱日本取引所グループ　取締役・常勤監査委員　美濃口　真琴　氏
 Ｈａｍｅｅ㈱　常勤監査役　関野　いづみ　氏
 森・濱田松本法律事務所　弁護士（パートナー）　松井　秀樹　氏
シンポジウム　�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
 三菱商事㈱　常勤監査役　内野　州馬　氏
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 太陽誘電㈱　常勤監査役　吉武　一　氏
 ユナイテッド㈱　常勤監査役　山﨑　滋　氏
 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　氏
シンポジウム　個別テーマⅡ　監査役等と会計監査人の連携について
 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　氏
 三井物産㈱　常勤監査役　塩谷　公朗　氏
 日本精工㈱　理事　榎本　俊彦　氏
 日本電気㈱　監査役　川島　勇　氏
シンポジウム　個別テーマⅢ　�中堅・中小規模会社における監査役・監査等委員の職分
 第一稀元素化学工業㈱　常勤監査役　川口　博司　氏
 フクシマガリレイ㈱　社外取締役常勤監査等委員　竹内　博史　氏
 三井住友ＤＳアセットマネジメント㈱　上席参与　藏本　裕嗣　氏
 山口利昭法律事務所　代表弁護士　山口　利昭　氏
文化講演　わが人生～東日本大震災の教訓とともに～
 フリーアナウンサー　生島　ヒロシ　氏

第94回監査役全国会議　2022年４月12日（ライブ配信＋オンデマンド配信）
【主題】サステナブルな経営と監査役等への期待
講演１　サステナビリティの歴史
講演２　サステナブルな時代の経営とリスク
 ㈱ニューラル　代表取締役CEO　夫馬　賢治　氏
ディスカッション　テーマ１　中小企業におけるサステナブル経営
 小樽商科大学大学院商学研究科　准教授　泉　貴嗣　氏
 ㈱大川印刷　代表取締役社長　大川　哲郎　氏
 ㈱グッドパッチ　常勤監査役　佐竹　修　氏
ディスカッション　テーマ２　�サステナブルな経営の観点から働き方の変化にどう

向き合うか
 森・濱田松本法律事務所　弁護士　荒井　太一　氏
 Zホールディングス㈱　常勤監査等委員　臼見　好生　氏
 三菱商事㈱・横河電機㈱　社外監査役　高山　靖子　氏
ライブ配信限定企画　�モノ言わねばならぬ社外監査役のケーススタディ～「勇気」

がガバナンスを守る～
 小樽商科大学大学院商学研究科　准教授　泉　貴嗣　氏

⑵　研修会・講演会・解説会・説明会等
＜本部＞

会合種別 テーマ 講師・報告者

研修会
【動画】

会計講座「監査役等と会計監査人とのコミュニケー
ションの実務」

太陽有限責任監査法人
公認会計士　秋田 秀樹 氏
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会合種別 テーマ 講師・報告者

研修会
【動画】

監査役等スタッフのための実務研修会「期中におけ
る監査役等監査の法と実務―実効性のある監査を目
指して」

獨協大学法学部教授
高橋 均 氏

研修会
【動画】

専門講座「大規模災害等に対する企業の危機管理体
制のこれからを考える―監査役等としての留意点も
踏まえ」

丸の内総合法律事務所
弁護士　中野 明安 氏

研修会
【動画】

経理部門経験のない監査役等のための会計基礎連続
講座「第１回簿記・会計基礎編」

岩﨑公認会計士事務所
公認会計士　岩﨑 淳 氏

研修会
【動画】

専門講座「内部統制システム構築・運営上の留意点
―監査役等として何を見るべきか」

森・濱田松本法律事務所
弁護士　渡辺 邦広 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「アフターコロナを見据えて人事労務問題
を検討する際の実務上のポイント―監査役等として
どう向き合うか」

外苑法律事務所
弁護士　佐藤 久文 氏

研修会
【実開催
＋動画】

経理部門経験のない監査役等のための会計基礎連続
講座「第２回監査・会計応用編」

岩﨑公認会計士事務所
公認会計士　岩﨑 淳 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「取締役会の活性化と実効性評価―監査役
等として意識すべきこと」

中村・角田・松本法律事務所　
弁護士　倉橋 雄作 氏

研修会
【実開催
＋動画】

経理部門経験のない監査役等のための会計基礎連続
講座「第３回税務編」

岩﨑公認会計士事務所
公認会計士　岩﨑 淳 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「企業不祥事はなぜなくならないのか―過
去の価値観からの決別」

西村あさひ法律事務所
弁護士　梅林 啓 氏

研修会
【実開催
＋動画】

会計講座「事業報告・計算書類等の作成上の留意点
と監査について」

EY新日本有限責任監査法人　
公認会計士　
太田 達也 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「監査役等が理解しておくべき独禁法の基
礎と実務対応―近時の重要な法令等の改正及び最新
のトレンドも踏まえて」

森・濱田松本法律事務所
弁護士　高宮 雄介 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「期末監査における法と実務―株主総会対
応を含めた対応の整理と確認」

獨協大学法学部教授
高橋 均 氏

研修会
【実開催
＋動画】

会計講座「期末会計監査の実務上の留意点」
EY新日本有限責任監査法人　
公認会計士　
太田 達也 氏

研修会
【実開催
＋動画】

「改正公益通報者保護法施行（2022年６月１日）直
前のチェックポイント―指針の解説やモデル規程を
踏まえた内部通報体制構築・運用に向けた監査役等
の視点を含めて」

森・濱田松本法律事務所
弁護士　山内 洋嗣 氏

研修会
【実開催
＋動画】

「株主総会後の期初において押さえておくべき法と
実務」

獨協大学法学部教授
高橋 均 氏

研修会
【動画】 「2022年定時株主総会に関する実務上の留意点」 中村・角田・松本法律事務所　

弁護士　角田 大憲 氏

研修会
【動画】

「経理部門経験のない監査役等及び監査役等スタッ
フのための会計基礎講座―ＢＳ/ＰＬの読み方（基
礎編）」

太陽有限責任監査法人
公認会計士　杉江 俊志 氏

研修会
【動画】

「経理部門経験のない監査役等及び監査役等スタッ
フのための会計基礎講座―ＢＳ/ＰＬの読み方（応
用編）」

太陽有限責任監査法人
公認会計士　土居 一彦 氏
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研修会
【実開催
＋動画】

「監査役等のための、不正会計発見に重点をおいた
『おかしな数字』の見抜き方」

㈱ヴェリタス・アカウンティン
グ 代表取締役社長/公認会計士　
山岡 信一郎 氏

研修会
【実開催
＋動画】

「原材料等高騰下において留意しておくべき下請法
のポイント―監査役等がもつべき視点」

のぞみ総合法律事務所
弁護士　大東 泰雄 氏

研修会
【実開催
＋動画】

「ハラスメント防止体制の構築・運用、発生時の対
応と監査役等の役割―パワハラ防止法、改正公益通
報者保護法の施行を踏まえた留意点」

国広総合法律事務所
弁護士　中村 克己 氏

研修会
【実開催
＋動画】

「一歩先行くガバナンス強化に向けた社外取締役の
活用のあり方―最新の実務事例を踏まえて」

アンダーソン・毛利・友常法律
事務所外国法共同事業
弁護士　塚本 英巨 氏

研修会
【動画】

新任監査役等のための法律基礎講座「３つの場面で
整理する監査役等の役割」

プロアクト法律事務所
弁護士　竹内 朗 氏

研修会
【動画】

新任監査役等のための法律基礎講座「株式会社の機
関の基本『取締役・取締役会』『監査機関』」

潮見坂綜合法律事務所
弁護士　阿南 剛 氏

研修会
【動画】

新任監査役等のための法律基礎講座「会社法関係法
令の条文構造から学ぶ監査役等の役割」

中村・角田・松本法律事務所　
弁護士　角田 大憲 氏

研修会
【動画】

新任監査役等のための会計基礎講座「監査役等の会
計監査と会計監査人の監査」

岩﨑公認会計士事務所
公認会計士　岩﨑 淳 氏

研修会
【動画】

新任取締役のための基礎知識研修特別講座「取締役
の役割と責任」

中村・角田・松本法律事務所　
弁護士　角田 大憲 氏

研修会
【実開催
＋動画】

新任監査役等スタッフのための実務研修会「監査役
等監査の法的位置づけと理解すべき会社法の条文

（入門編）―スタッフとしての心構えと実務を行う
上での基礎知識」

獨協大学法学部教授
高橋 均 氏

講演会
【動画】 「監査役のための組織風土講義」 東洋英和女学院大学

岡本 浩一 氏

講演会
【動画】

「市場の公正性・透明性の確保に向けた証券取引等
監視委員会の活動と開示規制」

証券取引等監視委員会
委員長　長谷川 充弘 氏

講演会
【動画】 「監査事務所検査結果事例集の公表について」

公認会計士・監査審査会 会長　
櫻井 久勝 氏/主任公認会計士
監査検査官　
冨樫 高宏 氏

講演会
【動画】

「品質管理レビュー制度の概要及び改善勧告事例に
ついて」

日本公認会計士協会常務理事　
公認会計士　伏谷 充二郎 氏/
品質管理委員会　
公認会計士　松田 玲子 氏

講演会
【動画】 「改定監査役監査基準等の解説」 東京大学社会科学研究所

教授　田中 亘 氏

講演会
【動画】

【中小規模会社のための講演会（本部）】「SDGsを
企業経営に統合する」

明治大学経営学部特任教授、損
害保険ジャパン㈱サステナビリ
ティ推進部シニアアドバイザー　
関 正雄 氏

講演会
【動画】 「倫理規則改正の検討状況について」

日本公認会計士協会主任研究員　
倫理委員会副委員長
山田 雅弘 氏

講演会
【動画】 「2022年の経済展望」 日本銀行調査統計局

桜 健一 氏

講演会
【動画】 「監査報告作成にあたっての留意事項と事例分析」 当協会　専務理事

後藤 敏文
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講演会
【動画】

監査役等候補者向け就任前研修「監査役等の心構え
とコーポレート・ガバナンス」

西村あさひ法律事務所
弁護士　森本 大介 氏

講演会
【動画】

【監査役スタッフのための特別講演会】「不正リス
ク対応のために知っておきたい不正調査・不正監査
の実務」

デロイト トーマツ ファイナン
シャルアドバイザリー（合）　
公認会計士　公認不正検査士　
垂水 敬 氏

講演会
【動画】

【中小規模会社のための解説会（本部）】「『会計監
査人非設置会社の監査役の会計監査マニュアル』解
説会」

公認会計士　岩﨑 淳 氏

＜関西支部＞
会合種別 テーマ 講師・報告者

研修会
【動画】

会計講座「監査役等に必須の基本的財務会計知識―
会計の基本ルールと決算書の仕組み・点検のポイン
トを押さえる―」

山添公認会計士事務所
公認会計士　山添 清昭 氏

研修会
【動画】

法律講座「金融商品取引法への誘い―監査役等に必
要な基礎知識」

同志社大学法学部教授
川口 恭弘 氏

研修会
【動画】

法律講座「企業監査と内部統制―監査役等の職責か
らの検討―」

大阪市立大学大学院法学研究科
教授　小柿 徳武 氏

研修会
【動画】

監査役スタッフのための研修会「監査役スタッフが
知っておきたい法令用語の基礎知識 ―監査に活か
せるリーガルマインド―」

弁護士法人色川法律事務所
弁護士　鈴木 蔵人 氏

研修会
【実開催
＋動画】

会計講座「会計・税務の視点から見た海外事業展開
上の留意点 ―ガバナンス強化の視点から―」

佐和公認会計士事務所
公認会計士　佐和 周 氏

研修会
【実開催
＋動画】

監査役スタッフのための研修会「監査役スタッフの
ための不正・不祥事リスク対応の知識と実務 ―内
部統制の基本知識から実践的運用にもふれて―」

㈱ビズサプリ代表取締役　
公認会計士・公認不正検査士　
辻 さちえ 氏

研修会
【実開催
＋動画】

第49期会計・監査連続講座（全４回）第１回／
「コーポレート・ファイナンスに関する監査役等と
しての基礎知識―株主との対話促進の視点から」

谷会計士事務所
公認会計士　谷 保廣 氏

研修会
【実開催
＋動画】

会計講座「監査役等のための決算書の読み方と経営
分析のポイント―決算数値の分析による監査役等の
監査への活用―」

太陽有限責任監査法人
公認会計士　土居 一彦 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座（内部統制システム）「近時の組織不祥事
の特徴を念頭に置いた有事の対応策」

山口利昭法律事務所
弁護士　山口 利昭 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座（内部統制システム）「人事労務に関する
近時の課題と企業の対応策―企業成長に必要な土台
の再構築―」

野口＆パートナーズ法律事務所　
弁護士　野口 大 氏

研修会
【実開催
＋動画】

第49期会計・監査連続講座（全４回）第２回／「会
計上の見積りに関する監査役等の着眼点―ＫＡＭの
強制適用２年目を迎えて」

谷会計士事務所
公認会計士　谷 保廣 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座（コーポレートガバナンス）「企業情報の
開示の充実と監査役員の職責―ガバナンスの強化と
監査の信頼性の確保―」

弁護士法人第一法律事務所
弁護士　村中 徹 氏

研修会
【動画】

法律講座「2022年3月定時株主総会の実務対応―CG
コード改訂、最新裁判例等を踏まえて―」

大江橋法律事務所
弁護士　浦田 悠一 氏

研修会
【実開催
＋動画】

会計講座「不正会計の最新の実例分析と監査役等監
査の留意点―不正に対する監査の着眼点・会計監査
人との連携のポイント―」

山添公認会計士事務所
公認会計士　山添 清昭 氏
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研修会
【実開催
＋動画】

専門講座（監査）「事業報告作成上の留意点と監査
役等監査における着眼点―開示情報に求められる

「質」―」
森・濱田松本法律事務所
弁護士　石井 裕介 氏

研修会
【実開催
＋動画】

第49期会計・監査連続講座（全４回）第３回／「非
財務情報の開示の拡充に関する監査役等の着眼点―
気候変動リスクに関する論点を中心に」

谷会計士事務所
公認会計士　谷 保廣 氏

研修会
【実開催
＋動画】

第49期会計・監査連続講座（全４回）最終回／「税
務会計の重要論点に関する監査役等の着眼点」

谷会計士事務所
公認会計士　谷 保廣 氏

研修会
【実開催】

専門講座（監査）「有価証券報告書の開示内容と監
査役等のチェックポイント―企業情報の開示の充実
に向けた取組みへの対応―」

有限責任あずさ監査法人
公認会計士　池田 剛士 氏

研修会
【実開催
＋動画】

会計講座「ケーススタディで学ぶ企業活動が財務数
値に与える影響 ―監査役員が押さえておきたい財
務数値の動きやその背景―」

佐和公認会計士事務所
公認会計士　佐和 周 氏

研修会
【動画】

新任監査役等のための会計基礎講座「会計監査人の
監査と監査役等との連携―監査のリスク・アプロー
チをふまえ―」

疋田公認会計士事務所
公認会計士　疋田 鏡子 氏

研修会
【動画】

新任監査役等のための法律基礎講座「新任監査役等
として押さえておきたい事例選 ―監査等に必須の
法知識を整理―」

北浜法律事務所・外国法共同事業
弁護士　原 吉宏 氏

研修会
【実開催】

新任監査役等のための特別研修講座「監査役等の年
間監査活動」

日東精工㈱元常任監査役
大田 直樹 氏

研修会
【実開催】

法律講座「2022年株主総会への対応と監査役員の実
務課題―総会実務の新しいトレンド―」

弁護士法人第一法律事務所
弁護士　村中 徹 氏

研修会
【実開催】

専門講座（コーポレート・ガバナンス）「『攻めと守
りのガバナンス』を支える会社役員賠償責任保険と
会社補償契約」

山口利昭法律事務所
弁護士　山口 利昭 氏

研修会
【実開催】

会計講座「2022年３月期の株式会社の会計・監査の
最新の留意点と実務対応」

山添公認会計士事務所
公認会計士　山添 清昭 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「デジタルガバナンスにおける監査役員の
役割―個人データのビジネス利用とセキュリティの
視点―」

弁護士法人第一法律事務所　
弁護士・公認システム監査人　
福本 洋一 氏

研修会
【実開催
＋動画】

新任監査役等のための法律基礎講座「監査役（監査
委員・監査等委員）のためのコンプライアンスの実
務―企業不祥事への対応と監査の視点―」

弁護士法人第一法律事務所
弁護士　村中 徹 氏

研修会
【実開催
＋動画】

新任監査役等のための法律基礎講座「株式会社の開
示制度を学ぶ―規則類の基礎からベストプラクティ
スまで―」

北浜法律事務所・外国法共同事業
弁護士　原 吉宏 氏

研修会
【実開催
＋動画】

新任監査役等のための会計基礎講座「財務報告内部
統制の基礎知識と監査役員の役割」

疋田公認会計士事務所　
公認会計士　疋田 鏡子 氏

研修会
【実開催
＋動画】

新任監査役等のための法律基礎講座「監査役会等の
運営・議事録作成実務と留意事項・チェックポイン
ト」

堂島法律事務所
弁護士　大川 治 氏

研修会
【実開催
＋動画】

会計講座「実務にすぐ役立つチェックリストを活用
した『監査役等の会計監査の留意点』」

山添公認会計士事務所
公認会計士　山添 清昭 氏

研修会
【実開催】

新任監査役等のための特別研修講座「監査役員の年
間活動―期初から株主総会終了後までの職務―」

㈱カネミツ高橋康弘氏/㈱近鉄
百貨店長田宏氏/倉敷紡績㈱岡
田治氏/第一稀元素化学工業㈱
川口博司氏/㈱PALTAC金岡幸
宏氏
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講演会
【動画】

「D&O保険・会社補償・クローバック条項等によ
るリスクテイクの促進と統制―監査の視点から」

堂島法律事務所
弁護士　横瀬 大輝 氏

講演会
【動画】

「監査報酬に関するアンケート結果―報酬のギャッ
プを埋めるために必要な連携とは」

日本公認会計士協会近畿会　
監査会計委員会委員長
柴原 啓司 氏

講演会
【動画】

「非財務情報の開示・監査の最先端 ―ESGと気候
変動の潮流とわが国の方向性」

関西学院大学商学部・商学研究
科教授　林 隆敏 氏

講演会
【動画】 「中国の産業政策とイノベーション動向」 神戸大学大学院経済学研究科教

授　梶谷 懐 氏

講演会
【動画】 「江戸時代の監察役」 作家　上田 秀人 氏

講演会
【動画】

「情報システムの転換期におけるＩＴ統制―監査役
の取組み（ＤＸ推進の前に）」

㈱シノプス監査等委員／関西学
院大学専門職大学院経営戦略研
究科元教授　
畠山 隆雄 氏

講演会
【動画】

「『人新世の ｢資本論｣』経営と脱成長は両立できる
か？」

東京大学大学院 総合文化研究
科准教授　
斎藤 幸平 氏

講演会
【動画】

「経営戦略から考える企業統治と社外取締役―企業
の節目とガバナンス・シフト」

京都大学経営管理大学院・経済
学部教授
山田 仁一郎 氏

講演会
【動画】

「企業経営とサイバーセキュリティリスク―コロナ
禍だからこそのセキュリティガバナンス」

大阪大学 情報セキュリティ本
部教授　
猪俣 敦夫 氏

講演会
【動画】

「日本企業における女性管理職登用―人材育成で壁
を乗り越える」

関西学院大学経営戦略研究科教
授　大内 章子 氏

＜中部支部＞
会合種別 テーマ 講師・報告者

研修会
【動画】

法律講座「近時の事例も踏まえた取締役の権限・職
責と監査役等の留意点」

and LEGAL 弁護士法人　
弁護士　野口 葉子 氏

研修会
【動画】

リスクマネジメント講座「不正の兆候の見つけ方と
発覚後の対応～効率的なヒアリングを踏まえて」

公認会計士宇澤事務所　
公認会計士　宇澤 亜弓 氏

研修会
【実開催
＋動画】

リスクマネジメント講座「監査役等として確認して
おきたい、会社を守るための就業規則・各種規程の
見直しポイント ～労働関連法の改正と労使トラブ
ルを未然に防ぐために～」

アライツ社労士事務所　
社会保険労務士　浅野 貴之 氏

研修会
【実開催
＋動画】

リスクマネジメント講座「会社における情報流出・
情報漏洩とその予防・対応―監査役の役割も踏まえ
て―」

ベーカー&マッケンジー法律事
務所　
弁護士　松本 慶 氏

研修会
【実開催】

専門講座「近時の組織不祥事の特徴を念頭に置いた
有事の対応策」

山口利昭法律事務所　
弁護士　山口 利昭 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「海外子会社管理にともなう法務リスクと
監査役等の役割～コロナ禍での対応含む～」

山下総合法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士　
山下 聖志 氏

研修会
【実開催
＋動画】

会計講座「会計監査を取り巻く環境変化から見る監
査人との連携～最近の制度改正を踏まえて」

岩﨑公認会計士事務所　
公認会計士　岩﨑 淳 氏

研修会
【実開催】

専門講座「期末監査及び株主総会対応のための法と
実務～事例問題を含めて確認する～」

獨協大学法学部教授
高橋 均 氏
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研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「多様化・複雑化する経営者報酬の最新実
務と監査役の役割」

和田倉門法律事務所　
弁護士　高田 剛 氏

研修会
【実開催】

専門講座「「攻めと守りのガバナンス」を支える会
社役員賠償責任保険と会社補償契約」

山口利昭法律事務所　
弁護士　山口 利昭 氏

研修会
【実開催】

会計講座「2022年３月期の株式会社の会計・監査の
最新の留意点と実務対応」

山添公認会計士事務所　
公認会計士　山添 清昭 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「不正を見抜くヒアリングテクニックと調
査手法」

のぞみ総合法律事務所　
弁護士　吉野 弦太 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「いま会社が知るべき品質不正対応の４つ
のポイントと監査役等の留意点 ～あなたの会社を
守るために何ができるのか～」

西村あさひ法律事務所　
弁護士　勝部 純 氏

研修会
【実開催
＋動画】

新任監査役等のための法律基礎講座「内部統制シス
テムに関する法制度と実務動向について」

大江橋法律事務所　
弁護士　細野 真史 氏

講演会
【動画】

「与信管理の基礎～監査役が押さえるべきチェック
ポイント～」

TMI総合法律事務所　
弁護士　尾形 和哉 氏

講演会
【動画】

「監査と個人情報保護～令和４年施行改正個人情報
保護法及び各国法制のポイント～」

三浦法律事務所　
弁護士　日置 巴美 氏

講演会
【動画】 「脱炭素という嵐の中で」 名古屋大学　工学研究科准教授　

小林 敬幸 氏

講演会
【動画】

「企業とLGBT等セクシュアル・マイノリティ―性
の多様性から考える誰もが働きやすい職場づくりと
は―」

㈱エニシア 
代表取締役　市川 武史 氏

講演会
【動画】

「会社に訴状が届いたら～会社が訴えられた際の一
連の流れ～」

三浦法律事務所　
弁護士　松井 知行 氏

講演会
【動画】

「知財・無形資産ガバナンスガイドラインと企業の
知財戦略」

アンダーソン・毛利・友常法律
事務所外国法共同事業
弁護士　清水 亘 氏

講演会
【動画】 「電子署名・電子契約に関する法的論点の基礎」

アンダーソン・毛利・友常法律
事務所外国法共同事業
弁護士　宮川 賢司 氏

講演会
【動画】

「SDGsを羅針盤に企業は『あるべき姿』を考える 
～未来から選ばれる企業になるために～」

一般社団法人中部SDGs推進セ
ンター 
代表理事　戸成 司朗 氏

講演会
【動画】

「withコロナ時代の企業に求められる従業員のメ
ンタルヘルス対策」

㈱愛知心理教育ラボ　
代表取締役　毛受 誉子 氏

＜九州支部＞
会合種別 テーマ 講師・報告者

研修会
【実開催
＋動画】

経理部門経験のない監査役等のための会計基礎連続
講座（全３回）第１回／「簿記・会計基礎編」

岩﨑公認会計士事務所　
公認会計士　岩﨑 淳 氏

研修会
【動画】

専門講座「日本企業のコーポレート・ガバナンスの
弱点を解明する～より良い経営に向けた処方箋の考
察～」

九州大学　経済学研究院　
教授　小城 武彦 氏

研修会
【実開催
＋動画】

法律講座「監査調書・監査役会議事録等の監査証跡
の残し方 ～有事の際、裁判官は何を視ているか～」

西村あさひ法律事務所
弁護士　山﨑 栄一郎 氏
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研修会
【実開催
＋動画】

経理部門経験のない監査役等のための会計基礎連続
講座（全３回）第２回／「監査・会計応用編」

岩﨑公認会計士事務所
公認会計士　岩﨑 淳 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「エモーショナルコンプライアンスの実践
と監査役等の視点　遵守の強制から誇りある行動を
導く―不正を『やるな！』から正しいことを『やろ
う！』へ」

増田パートナーズ法律事務所　
代表パートナー　
弁護士　増田 英次 氏

研修会
【実開催
＋動画】

経理部門経験のない監査役等のための会計基礎連続
講座（全３回）第３回／「税務編」

岩﨑公認会計士事務所
公認会計士　岩﨑 淳 氏

研修会
【動画】

専門講座「企業不正予防のための監査役・監査
（等）委員実務～第三者調査委員会報告書事案を
ベースにした４つの事例から黄色信号の分岐点を考
える～」

琴平綜合法律事務所　
パートナー弁護士　
澁谷 展由 氏

研修会
【動画】

専門講座「監査役等に必須なコーポレートガバナン
スへの理解と経営への視点―これから始まる株主と
の対話も見据えて―」

東京都立大学　大学院　
経営学研究科　
教授　松田 千恵子 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「いま求められる重要な経営判断に対する
監査役等の視点～重要な事業・設備投資やM＆Aに
ついてレクチャーとケーススタディで学ぶ～」

早稲田大学　大学院　
経営管理研究科　
教授　西山 茂 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「健全な企業発展に繋げるIPOを成功させ
るための監査役等が果たすべき重要ポイント～IPO
準備事例からIPO直前・直後の不正事例を交えて～」

太陽有限責任監査法人
公認会計士　秋田 秀樹 氏

研修会
【実開催
＋動画】

専門講座「監査役等と内部監査部門の理想的な関係
構築に向けて～企業価値向上に貢献する監査機能の
高度化とは～」

一般社団法人実践コーポレート
ガバナンス研究会 専務理事　
大谷 剛 氏

講演会
【動画】

「サステナビリティ革命の時代におけるESG経営の
在るべき姿」

九州大学大学院工学研究院
都市システム工学講座
教授　馬奈木 俊介 氏

講演会
【ライブ

配信+
動画】

「ビジネスモデル変革のすゝめ～コトづくりとアー
ト思考を中心に～」

九州大学経済学研究院
産業マネジメント部門
教授　髙田 仁 氏

講演会
【ライブ

配信+
動画】

「日本企業の変化と経営改革～全体像と個別企業の
分析を通じて～」

九州大学大学院経済学研究院　
産業・企業システム部門　教授　
大坪 稔 氏

講演会
【ライブ

配信+
動画】

「中小規模会社におけるマネジメント・コントロー
ル・システムの整備と組織成員への動機づけ　～管
理会計と目標管理の連携～」

福岡大学　商学部経営学科
准教授　飛田 努 氏

講演会
【ライブ

配信+
動画】

「監査役監査基準の法的位置付け―裁判例から紐解
く役割と意義―」

長崎大学 経済学部
准教授　張 笑男 氏

講演会
【ライブ

配信+
動画】

「監査役等の立ち位置とその役割について ―代表
取締役・取締役会・会計監査人等、そして株主・機
関投資家等との関係―」

九州大学名誉教授・弁護士
西山 芳喜 氏

講演会
【ライブ

配信+
動画】

「これからの企業が取り組む地方創生～地域おこし
経験を通した新たな知見とともに～」

内閣府地域活性化伝道師
若林 宗男 氏
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講演会
【ライブ

配信+
動画】

「『死の影』と向き合った戦前日本企業からコロナ
後の企業像を考える―労働者・消費者・株主との関
係を中心に―」

東京大学　大学院　
総合文化研究科　
教授　清水 剛 氏

講演会
【実開催

＋ライ
ブ配信
+動画】

「健康経営　～成果を上げるために必要なこと、そ
して本当の成果とは？～」

産業医科大学　産業保健経営学
研究室 教授　森 晃爾 氏／株式
会社正興電機製作所　山口 満 
氏／TOTOビジネッツ株式会
社　藤江 昌明 氏

講演会
【実開催

＋ライ
ブ配信
+動画】

「監査人のローテーションを考える～監査人ロー
テーション規制の現在過去未来～」

久留米大学　商学部　
教授　異島 須賀子 氏

講演会
【実開催

＋ライ
ブ配信】

「監査役等の立ち位置とその役割について」 九州大学名誉教授・弁護士
西山 芳喜 氏

講演会
【動画】

新任監査役等向け講演会「監査役等の立ち位置とそ
の役割について」

九州大学名誉教授・弁護士
西山 芳喜 氏

講演会
【実開催

＋ライ
ブ配信】

「攻めと守りのサステナビリティ～監査役等として
のセルフ・デューデリジェンスの視点～」

グロービス経営大学院
講師　山中 礼二 氏

⑶　監査実務部会幹事名簿
＜本部＞
製造業　第１部会 鈴木　真一 岩井機械工業㈱

荒井　理太 ㈱合同資源
小関　　肇 昭和化学工業㈱
船越　　一※ トーカドエナジー㈱
土屋　裕一 日本ユピカ㈱

製造業　第２部会 今井賢一郎 ＪＦＥコンテイナー㈱
堀江　康信 セメダイン㈱
村田　輝夫※ スチールプランテック㈱
田村　義則 ㈱TAKARA & COMPANY

製造業　第３部会 松本　臣春 キョーリン製薬ホールディングス㈱
髙橋　一徳 ニチバン㈱
福島　一則※ 日本電子㈱
大河原昭男 前澤工業㈱

製造業　第４部会 勝田　久哉 アズビル㈱
桐山　　勝 ㈱クレハ
澤田　芳明 ㈱ＪＳＰ
杉浦　秀徳 太陽ホールディングス㈱
古川　方理 長瀬産業㈱

製造業　第５部会 小林　敦之 ウシオ電機㈱
森　　孝一 キッコーマン㈱
阿部　和人 トーヨーカネツ㈱
清水　健二 日本発条㈱

製造業　第６部会 下田　浩二 スタンレー電気㈱
永田　亮子 日本たばこ産業㈱
井上　智子 日野自動車㈱
松島　　茂※ 太平洋セメント㈱
木村　尚行 ミネベアミツミ㈱
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非製造業　第１部会
（第１グループ）

門田　聡子 ㈱ＡｐｐＢｒｅｗ
依田　卓弥 ㈱ウイルプラスホールディングス
高村　昌運※ ㈱あつまる
内藤　陽子 フリー㈱

非製造業　第１部会
（第２グループ）

遠藤　恵子 ㈱アマナ
毛利　　裕※ ㈱エーアンドエーマテリアル
山﨑　　滋※ ユナイテッド㈱
佐竹　　修 ㈱グッドパッチ

非製造業　第２部会 轟　　幸夫 ㈱アイモバイル
田端　智明※ セントラル警備保障㈱
平岡　和郎※ ㈱東急ホテルズ
雨田　高志 ㈱クレオ

非製造業　第３部会 真山　伸一 ㈱松屋
中島　一永 マネックス証券㈱
美濃口真琴※ ㈱日本取引所グループ

非製造業　第４部会 高橋　一浩 ㈱サンシャインシティ
濱口　聡子 ㈱ベルシステム24ホールディングス
吉田　　聡※ SMBCファイナンスサービス㈱
小畑　哲哉※ ㈱エヌ･ティ･ティ･データ
山本　泰英※ ＫＤＤＩ㈱
末吉　　薫 ㈱ライフコーポレーション

異業種交流　第１部会
（第１グループ）

荒井久美子 ㈱ウェブレッジ
平野　善昭 ㈱クリハラント
平松　祐樹※ サイオス㈱
本橋　和行 ㈱テラスカイ
木村　　健 三菱ＵＦＪ国際投信㈱

異業種交流　第１部会
（第２グループ）

鈴木　誠一 ㈱オロ
津田　進世※ ㈱ウェルクス
加藤　孝子※ ㈱ミクシィ
長谷川峰雄 ㈱バルテック

異業種交流　第２部会 松尾　真也 ㈱京王百貨店
佐藤　暢明※ エプソン販売㈱
津田　昌明※ ㈱宇徳
西田　雅典※ ＪＦＥ商事鉄鋼建材㈱

異業種交流　第３部会 笹川　大介 ａｕじぶん銀行㈱
真田　慎一※ ㈱竹中土木
中家　稔之※ 日本飛行機㈱
中村　匡秀 ホーチキ㈱

異業種交流　第４部会 畠山　俊也 沖電気工業㈱ 
吉田　　猛 ㈱資生堂 
桑山　賢治※ アルフレッサホールディングス㈱
山口　隆太 スタンレー電気㈱
山田　康治 ソフトバンク㈱

会計監査実務部会
（第１グループ）

倉富　正敏 川崎近海汽船㈱
濱口　聡子 ㈱ベルシステム24ホールディングス
山下　広喜※ 大鵬薬品工業㈱
阿井　公宗※ ㈱関門海
小山　康弘※ テラテクノロジー㈱
桜井　孝彦※ 明星食品㈱

会計監査実務部会
（第２グループ）

小笹留美子 ㈱アトラエ
住野　耕三 ㈱オートバックスセブン
松尾　　壽 システム機工㈱
阪本　昌子※ ㈱ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ
山根加寿恵※ 大和ライフネクスト㈱
仲原　正泰※ Modis㈱

※は、期中退任
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＜関西支部＞
中堅企業監査実務　第１部会 滝谷　政春 ダイダン㈱

竹内　博史 フクシマガリレイ㈱
田阪　治樹 ㈱森組

中堅企業監査実務　第２部会 井村　謙次 オー・ジー㈱
塚本　寛城 ㈱神鋼環境ソリューション
大島　章良 ㈱タカトリ

中堅企業監査実務　第３部会 園田　勝朗 日本システム技術㈱
森　　剛之 モリテックスチール㈱
岡　　吾郎 ㈱ロック・フィールド

大規模会社監査実務　第１部会 加藤　泰三 石原産業㈱
神崎　正巳 日東電工㈱
山田　英男 ハリマ化成グループ㈱

大規模会社監査実務　第２部会 有田　義広 ㈱日本触媒
金岡　幸宏 ㈱ＰＡＬＴＡＣ
仁井　裕幸 ローム㈱

大規模会社監査実務　第３部会 藤田　　亨 グローリー㈱
岡　　和貴 ユニチカ㈱
木村　雅則 ロート製薬㈱

海外監査実務部会 友田　雅之 シークス㈱
植松　弘成 ダイキン工業㈱

会計監査実務部会 喜多　芳文 木村化工機㈱
小林　久芳 ＴＯＷＡ㈱
北　　正己 特殊電極㈱

中小会社監査実務　第１部会 上西　　隆 ㈱KANSOテクノス
小塚　武典 バルテス㈱
福冨　宏之※ ㈱I-ne

中小会社監査実務　第２部会 横江　喜夫 イサム塗料㈱
小賀　達郎 稲畑香料㈱
樫根　達也 ㈱ハウスフリーダム

中国地区監査実務部会 田村　典正 中国電力㈱
四国地区監査実務部会 川原　　央 四国電力㈱

頼富　俊哉 ㈱百十四銀行
※は、期中退任

＜中部支部＞
実務部会　第１部会 宇津山　晃 浜松ホトニクス㈱

山下　史雄 東海旅客鉄道㈱
竹中　　弘※ ㈱ジェイテクト

実務部会　第２部会 三島　保夫 プライムアースEVエナジー㈱
寺田　修一 中部電力㈱
塩﨑　泰司※ 豊田通商㈱

実務部会　第３部会 丹羽　卓三 タキヒヨー㈱
砂田　毅彦 ㈱三十三銀行
杉浦　勲喜 ㈱東海理化電機製作所

実務部会　第４部会 大久保雄二 新東工業㈱
田中　正之 ㈱東陽
結城　卓也※ トビラシステムズ㈱
片岡　孝之※ チヨダウーテ㈱
五島　佐富※ 十六ＴＴ証券㈱

実務部会　第５部会 亀田　善也 ㈱カノークス
加藤　芳彦 富士精工㈱
加藤　　博 豊田スチールセンター㈱
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実務部会　第６部会 水野　　修 ジャニス工業㈱
吉田　真司 ㈱大光
飯田　正典 ㈱トヨタシステムズ

実務部会　第７部会 秋田　高一 名港海運㈱
古田　　博 ㈱アールプランナー
刀根　清人 フジオーゼックス㈱
仲野谷公美※ ダイナパック㈱

実務部会　第８部会 足立　秀一 明治電機工業㈱
森　　真悟 東陽倉庫㈱
稲守　和之 ㈱木曽路

実務部会　第９部会 石井　悟朗 サーラ住宅㈱
山本　英之 豊通物流㈱
澤藤　憲彦 ㈱電算システムホールディングス

実務部会　北陸部会 土肥　淳一 澁谷工業㈱
飴　　義彦 黒谷㈱
出南　一彦 ＥＩＺＯ㈱
水上　靖仁※ 北陸電力㈱

※は、期中退任

＜九州支部＞
実務部会　第１部会 山内　洋介 西部ガスホールディングス㈱

藤田　浩展 西日本鉄道㈱
田中　和教 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ

実務部会　第２部会 久我　英一 ㈱JR博多シティ
緒方　　勇 ㈱九電工
中山　裕二 ㈱安川電機

実務部会　第３部会 遠矢　浩司 ㈱西日本新聞社
伊東　和幸 ㈱博多ステーションビル

⑷　情報交換会名簿
＜本部＞
監査等委員会情報交換会 阿部　和人 トーヨーカネツ㈱

酒井由香里 ㈱ユナイテッドアローズ
清野　敏彦 ㈱ライドオンエクスプレスホールディングス
藤根　　剛 ㈱日新
高月　禎一 ㈱ワールド

＜関西支部＞
中国地区情報交換会 田村　典正 中国電力㈱
四国地区情報交換会 川原　　央 四国電力㈱
新任監査役等情報交換会 高橋　康弘 ㈱カネミツ

塩飽　利男 ㈱キリン堂ホールディングス
長田　　宏 ㈱近鉄百貨店
北　　正己 特殊電極㈱

監査等委員会情報交換会 岡田　　治 倉敷紡績㈱
綾部　　剛 ㈱ノーリツ

＜中部支部＞
北陸地区情報交換会 土肥　淳一 澁谷工業㈱
新任監査役等情報交換会ＴＴグ
ループ

竹中　　弘 ㈱ジェイテクト
続木　政直 ㈱バッファロー

新任監査役等情報交換会ＡＳグ
ループ

青木　哲史 ㈱デ･ウエスタン･セラピテクス研究所
志水　義彦 ㈱東名



― 51 ―

会計監査情報交換会 荒木　幹治 太陽化学㈱
佐藤　利弘 愛知機械工業㈱　
山本　英之 豊通物流㈱
堀江　範人 ㈱トーカイ
小路　貴志 ㈱安永
古田　　博 ㈱アールプランナー

監査等委員会情報交換会 吉田　真司 ㈱大光
桑山　洋一 イビデン㈱

＜九州支部＞
新任監査役等情報交換会 中西　裕二 新日本製薬㈱

竹内　　健 ㈱ドコモＣＳ九州

６　スタッフ事業
⑴　監査役スタッフ全国会議
　　2021年９月に神戸市において開催を予定していた第43回監査役スタッフ全国会議

については現地での開催を中止し、オンライン特別企画動画の視聴に代えた。
監査役スタッフ
全国会議企画委員会

委 員 長 野地　嘉文 オリンパス㈱
委 員 藏屋　輝幸 スギホールディングス㈱
委 員 鶴崎　眞一 ダイキン工業㈱
委 員 池田　邦子 ソフトバンク㈱
委 員 新熊　　聡 ㈱いつも
委 員 芹澤　浩子 富士通㈱
委 員 上野　理枝 九州電力㈱

⑵　監査役スタッフ研究会・監査役スタッフ実務部会幹事
＜本部＞
監査役スタッフ研究会 幹 事 長 新熊　　聡※ ㈱いつも

幹 事 大津　正也 ＦＷＤ生命保険㈱
幹 事 野地　嘉文 オリンパス㈱
幹 事 梶井　竜喜 ㈱フジクラ
幹 事 小西　洋平 ＡＩＧジャパン・ホールディングス㈱
幹 事 森下　賢一 協和キリン㈱
幹 事 有路　　正 ＪＦＥスチール㈱
幹 事 空手　宏樹 帝人㈱

監査役スタッフ実務部会 幹 事 池田　邦子 ソフトバンク㈱
幹 事 円谷　兼洋※ 東映㈱
幹 事 芹澤　浩子 富士通㈱
幹 事 田中　重光 ㈱リコー
幹 事 本間　英行 パーソルホールディングス㈱
幹 事 槇　　浩二 三菱自動車工業㈱
幹 事 高橋　一弘 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス㈱

※は、期中退任

＜関西支部＞
監査役スタッフ研究会 幹 事 鶴崎　眞一 ダイキン工業㈱

幹 事 貴島康一郎 ㈱船井総研ホールディングス
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監査役スタッフ実務　第１部会 幹 事 岡部　直純 オーエス㈱
幹 事 中川　伸夫 三ツ星ベルト㈱
幹 事 西田　賢司※ オムロン㈱

監査役スタッフ実務　第２部会 幹 事 高重　吉博 大和ハウス工業㈱
幹 事 荒木　政俊 ㈱鳥貴族ホールディングス
幹 事 栢原　昌彦 ニッタ㈱

※は、期中退任

＜中部支部＞
スタッフ実務部会 幹 事 森脇　静介 ブラザー工業㈱

幹 事 藏屋　輝幸 スギホールディングス㈱
幹 事 加藤未知子 ㈱トーカイ
幹 事 木村　俊介※ ㈱サンゲツ

※は、期中退任

＜九州支部＞
スタッフ実務部会 幹 事 上野　理枝 九州電力㈱

幹 事 赤嶺　　諭 九州旅客鉄道㈱
幹 事 戸倉　啓治 ㈱山口フィナンシャルグループ


