デロイトトーマツ金融ビジネスセミナー2015
Meeting new expectations
未知なるステージへの挑戦
グローバルな経済の動きはますます加速し複雑化しています。そして金融機関のマネジメントのあり方にも、目先の課題をクリアして
いくだけでなく、冷静に5年10年またはその先を着実に見据えるフォワードルッキングな視点が求められています。
今年もデロイト トーマツ グループでは、経営を担う皆様にじっくりと日本の金融機関の将来像についてお考えいただく機会を
ご提供するため、恒例の「デロイト トーマツ金融ビジネスセミナー 2015」を開催いたします。テーマとして「金融機関に求
められる『攻め』のコーポレートガバナンスとは」、「迫りくる人口減少～金融機関は何をすべきか～」、「金融とITの融合
～ FinTechは敵か味方か ～」の3つを選定し、内外より充実した講師をお招きしました。
未知なるステージに挑戦し続ける皆様のお越しをお待ちしております。
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2015 年 7 月 15 日（水）12:45 ～ 18:00（受付開始 12:00）
、懇親会 18:00 ～
パレスホテル東京 2F（〒 100-0005
無料（事前登録制）

【全体セッション】 ３０0 名
【個別セッション】 40 ～ 250 名

東京都千代田区丸の内１－１－１）

※セッションにより定員が異なります。

有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ

基調講演

【A-1】 特別講演

２０２５年 日本と金融

２０２５年 金融ビジネスモデル
のあり方

株式会社日本取引所グループ
取締役兼代表執行役グループ CEO

シティグループ・ジャパン・ホールディングス
株式会社 取締役会長

斉藤 惇

【お申込 URL】

田中 達郎

氏

氏

www.deloitte.com/jp/dtfbs2015

お申込みはｗｅｂサイトからとなり、ユーザー登録（無料）をお願いしております。
ユーザー登録していただいている方は、ご設定済みのＩＤ・パスワードで簡単にお申込みいただけます。

※本セミナーはご招待制セミナーとなっておりますため、弊グループ web サイト内の
「デロイト トーマツ グループセミナー一覧」
へはセミナー情報を掲載しておりません。

【アクセス】
地下鉄「大手町駅」C13b 出口より地下通路直結／ JR「東京駅」より徒歩 8 分
< 東京駅 >

JR
東京メトロ

※「東京駅」より地下通路もご利用いただけます。

: 各新幹線、山手線、京浜東北線、中央線、東海道線、横須賀線、総武線快速、京葉線
: 丸ノ内線

< 大手町駅 > 東京メトロ : 千代田線、半蔵門線、丸ノ内線、東西線
都営地下鉄 : 三田線
【お問合せ先】
有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ セミナー事務局
Tel：03-6213-1163 Fax：03-6213-1186 e-mail：FIGseminar@tohmatsu.co.jp

お申込み URL ▶

セッションのご紹介
12:45 ～ 13:00
（15 min)

13:00 ～ 13:30
(30min)

※会場は当日配布するフロアガイドをご参照下さい。

開会のご挨拶
【基調講演】２０２５年 日本と金融

【A-1】

(60 min)

株式会社日本取引所グループ
取締役兼代表執行役グループ CEO

斉藤 惇

氏

金融と IT の融合
～ FinTech は敵か味方か～
【C-1】

中長期と経営の視点から見る日本 金融の未来と FinTech
一般財団法人 日本総合研究所

シティグループ・ジャパン・ホールディングス
取締役会長

後藤 順子

【B-1】

２０２５年 金融ビジネスモデルの
あり方
株式会社

有限責任監査法人トーマツ
グローバルボード・経営会議メンバー
執行役 金融インダストリー担当

迫りくる人口減少
～金融機関は何をすべきか～

【特別講演】

13:45 ～ 14:45

www.deloitte.com/jp/dtfbs2015

田中 達郎 氏

多摩大学 名誉学長

会長

野田 一夫

氏

ウォール・ストリート・ジャーナル 日本版
編集長

西山 誠慈

氏

望月 崇

氏

ウォール・ストリート・ジャーナル東京支局

金融機関に求められる「攻め」の
コーポレートガバナンスとは
【B-2】

【A-2】

15:00 ～ 15:50
(50 min)

コーポレートガバナンス・コードの 人口減少問題の解決策
今後の潮流
一般社団法人 移民政策研究所 所長
元東京入国管理 局長
坂中 英徳
有限責任監査法人トーマツ
杉山 雅彦
パートナー

【C-2】

氏

50 shades of digital banking
in Asia ～ FinTech の近未来、
アジアの事例からの考察～
Deloitte Singapore
Executive Director

コーポレートガバナンスと
社外取締役の役割

人口減少問題と金融機関のあり方 FinTech イノベーション最前線

代表取締役社長

－ グローバルトレンド及び
大企業とスタートアップの動向

< パネリスト >

G&S Global Advisors Inc.

16:05 ～ 16:55

Mohit Mehrotra

パネルディスカッション 【C-3】

【B-3】

【A-3】

同時通訳

橘・フクシマ・咲江

氏

(50 min)

一般社団法人 移民政策研究所
元東京入国管理 局長

所長

坂中 英徳

氏

西山 誠慈

氏

ウォール・ストリート・ジャーナル 日本版
編集長

Deloitte Consulting LLP, National Office,
Business Strategy

木村 将之

< モデレーター >
岸・アンド・アソシエーツ株式会社
代表取締役社長
勉強会「ファースト・ウェンズデー」主宰者

岸 伸久

【A-4】

17:10 ～ 18:00
(50 min)

18:00 ～

対談
談
対

【B-4】

氏

【C-4】

対談
談
対

金融機関とコーポレートガバナンス 金融機関は人口減少社会でも
日本の FinTech イノベーションの
G&S Global Advisors Inc.
勝機を掴めるか
あり方
代表取締役社長 橘・フクシマ・ 咲江 氏 有限責任監査法人トーマツ
マネーフォワード
浅野 昌夫 代表取締役社長 CEO
辻 庸介 氏
パートナー
有限責任監査法人トーマツ
牧野 あや子
パートナー
Deloitte Consulting LLP, National Office,
木村 将之
Business Strategy

懇親会

大森 茂

有限責任監査法人トーマツ 金融事業部長

※ 講師および講義内容は変更になる場合があります。ご了承下さい。
※ 個別セッションごとにお申込みいただけます。ただし、同時間帯セッションの重複したお申し込みは出来ませんので予めご了承願います。
※ 各セッション終了後に休憩時間がございますので、講演会場の異なる別テーマのセッションを受講いただくこともできます。
デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファー
ムおよびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャ
ルアドバイザリー合同会社、税理士法人トーマツおよび DT 弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級
のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファ
イナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 7,900 名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサ
ルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.
deloitte.com/jp）をご覧ください。
Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連
するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150を超える国・地域のメンバーファーム
のネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣
容をもって高品質なサービスを提供しています。デロイトの約 210,000 名を超える人材は、
“standard of excellence”となることを目
指しています。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッドならびにそのネットワーク組
織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立
した別個の組織体です。DTTL（または”Deloitte Global”
）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTL およびそのメンバー
ファームについての詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
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