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ウェビナーのご案内 
東南アジア CFO 経営実践ウェビナー 

－VUCA 時代における東南アジアの CFO アジェンダと求められる対応－ 

 

日時：2022 年 12 月 12 日（月） 

シンガポール／マレーシア／フィリピン 14 時～15 時 30 分 

タイ／インドネシア／ベトナム 13 時～14 時 30 分 

日本 15 時～16 時 30 分 

 

主催：Deloitte & Touche LLP 日系企業サービスグループ 

 

 

在東南アジア 日系企業の皆様 

平素は格別のお引き立てを受け賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

さて、私どもデロイト日系企業サービスグループは、下記のとおり東南アジア

の日系企業の CFO、経理財務ご担当者の皆様を対象に「東南アジア CFO 経営

実践ウェビナー」を開催いたします。（日本語、参加費無料） 

 

新型コロナウィルスの終息に伴う経済の再始動、ロシア・ウクライナの情勢、

世界的なインフレや急激な通貨変動など、外部環境が目まぐるしく変化してお

ります。一方で、M&A・新規事業開発などの事業構造の変革や日本人駐在員

が帰任する中でのローカル優秀人財の確保難、基幹システム刷新やデジタルの

更なる活用、為替ヘッジを含む通貨対応などが求められる状況において、地域

マネジメントの体制やそれを支える業務基盤の在り方について日系企業様から

のご相談が増えております。まさに今、変化への適応力が求められており、 

どのような創意工夫でこの適応力を高めることが次の時代への生き残りや更な

る飛躍へとつなげられるのか？この問いへの答えが求められています。 

 

本 Webinar では、日系企業だけでなく、東南アジアの欧米・ローカル企業の

CFO も交えたサーベイやインタビューから見えてきた今後の CFO アジェンダ

を取り上げるとともに、様々な創意工夫で先駆け的な存在となり得る日系企業

様の先進事例について、ビジネスパートナー様を交え、“生の声”をお届けでき



ればと考えております。東南アジアにおける経理財務業務の関係者や本テーマ

にご関心をお持ちのみなさまに是非、ご参加いただけますと幸いです。 

 

この機会を通じて皆さまにに有用な情報を提供させていただければと考えてお

りますので、是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

日時 概要 

SG/MY/PH:  

12/12（月）

14:00-15:30 

VN/ID/TH:  

12/12（月）

13:00-14:30 

JP:  

12/12（月）

15:00-16:30 

東南アジアの CFO が VUCA 時代に取り組んでいくべきテーマ

について、先進事例を交えながら解説いたします。 

【アジェンダ】 

1) 多様化するニーズに即応する地域マネジメント手法 

2) 先読みの難しさを解消する経営管理手法 

3) 破壊的変化を乗り切るファイナンスオペレーション手法 

※SG：シンガポール、MY：マレーシア、PH：フィリピン、VN：ベトナム、 

ID：インドネシア、TH: タイ、JP：日本 

 

お申し込み方法：  

• 以下のＵＲＬよりご登録をお願いいたします。 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_zVSQx9joRDCLwH

KsO9doEQ 

 

なお、申し込みフォームに関してご不明点などございましたら日系企業

サービスグループ（亀井：chikamei@deloitte.com）宛にメールでご連絡

ください。 

• 本セミナーは ZOOM を使用して行います。参加お申込の皆様には後日登

録確認メールと共にログインリンクを送り致します。（申し訳ございませ

んが、今回は Skype 及びその他の方法での開催は予定しておりません） 

• ZOOM を初めてご利用になる方は、インストールが必要になりますの

で、セミナー開始の 5 分前程度にアクセスいただければ幸いです。 

• 同業他社、および個人の方のご参加はお断りさせていただく場合がござ

います。 

• 開催に際してはパスワードを設定しており、ご入力いただく内容などの

個人情報は他の参加者には共有されませんので、ご安心ください。  

 

主なスピーカー紹介： 

• ファシリテーター： 

 Deloitte & Touche LLP Principal 樋野 智也 

 Deloitte Consulting SEA Executive Director 塩谷 拓也 

 Deloitte Consulting SEA Senior Manager 松岡 弘 

• アジェンダ 1) ：Deloitte Consulting SEA Senior Manager 羽田 成秀 

• アジェンダ 2) ：Deloitte Consulting SEA Manager  須田 佑庫 

• アジェンダ 3) ：Deloitte Consulting SEA Manager  大西 雅子 

• ゲストスピーカー：Tricor Management Services (M) Sdn Bhd 

 

言語：日本語 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_zVSQx9joRDCLwHKsO9doEQ
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_zVSQx9joRDCLwHKsO9doEQ
mailto:chikamei@deloitte.com


参加費用：無料 

想定参加者：経理財務部門・経営企画部門・情報システム部門の方 

 

皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

 

以上 
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Deloitte Singapore が提供する主なサービス内容や、過去のニュースレター・セミナーの情報については、こちらをご参照ください。 

please click the link to see Deloitte Singapore JSG website! 
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