
参 加 費

★参加費には、テキスト代を含みます。

セミナー Ⓐ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ〈１講座あたり１名様〉

ゴールド会員
（旧特別会員）

シルバー会員
（旧普通会員） 左記会員以外

21,450 円 24,200 円 37,400 円
うち

消費税 1,950 円 2,200 円 3,400 円

セミナー Ⓑ〈１講座あたり１名様〉

ゴールド会員
（旧特別会員）

シルバー会員
（旧普通会員） 左記会員以外

24,200 円 27,500 円 41,800 円
うち

消費税 2,200 円 2,500 円 3,800 円

みずほセミナーでは環境保全の観点から、
各種ご案内方法を郵送からメールマガジン
に切り替えております。メールマガジンでは
定期的に最新の情報をご案内しております
ので、この機会にぜひご登録ください。

みずほセミナーメルマガ配信登録のご案内

メールマガジンの配信は
下記QRコードからご登録いただけます

� TEL ® 0120（737）132

主 催

みずほ Web セミナーご利用要領

© 2022 みずほリサーチ＆テクノロジーズ

講義内容の詳細・お申込みはホームページからどうぞ
セミナー最新情報もご覧いただけます

みずほセミナー

https://www.mizuhosemi.com

① �みずほWebセミナー（以下、本セミナーといいます。）は、ホーム
ページからお申込みを受け付けております。折り返し、電子メール
にて請求書をお送りします。なお、本セミナーについては、郵便・
FAXでのお申込みは受け付けておりません。

② �受講料につきましては請求書記載の金額に基づき、下記の口座にお
振込みください。お振込み手数料はお客さまのご負担でお願いいた
します。

　 �　　みずほ銀行　東京営業部　普通預金　No.２０３５８０２
　 �　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミズホリサーチアンドテクノロジーズカブシキガイシャ
③ �お振込みいただいた日から原則５営業日以内に、電子メールにて、動画
視聴用URL、ID・パスワード、講義資料ダウンロード用URL等を送ら
せていただきます。（一部のセミナーでは、講義資料を郵便または宅配
便にて送付させていただく場合がございます。該当するセミナーにつき
ましては、HP・ご参加証にその旨の記載がございます。）

④ �講義資料をダウンロードいただく場合は、お客さまのご利用環境に
よってはお時間を要することもございますので、あらかじめお時間
には余裕を持ってダウンロードをお済ませください。また、ダウン
ロード回数制限は、５回とさせていただきます。

⑤ �お取消しの場合は、セミナー担当（0120-737-132）までお電話に
てご連絡ください。なお、本セミナーは、受講料お振込み後のお客

さま都合によるお取消しは受け付けておりません。あらかじめご了
承ください。

⑥ �視聴可能期間の延長はお受けいたしかねます。あらかじめご了承く
ださい。

⑦ �動画視聴用URLに同時重複アクセスはできません。セミナーのご視
聴は、受講者ご本人のみとさせていただきます。

⑧ �反社会的勢力と判明した場合には、セミナーのご受講をお断りいた
します。

⑨ �本セミナーの録音・録画、画面撮影、キャプチャー、インターネッ
ト上などへのアップロード、講義資料・スライド・教材の無断複製
や共用といった行為を固くお断りいたします。これらの行為が発覚
した場合、当社から損害賠償請求等の法的措置をとる場合がありま
す。

⑩ �本サービスを利用するために必要な視聴環境（パソコン等のハード
ウェア、ブラウザ等のソフトウェア、通信回線等）は，お客さまの
負担及び責任において準備及び維持するものとします。

⑪ �諸般の事情により開催を中止させていただく場合がございます。開
催中止の際には、受講料を全額返金させていただきます（お振込み
の際に発生した振込手数料については、お返しいたしません）。

　企業を取り巻く経営環境の目まぐるしい変化、コーポレートガバナンス・コードの改訂、企業価値の向上、
内外的脅威からの企業防衛など、会社役員の方におかれましては、変革の時代に向け、会社の健全で持続的な
発展の担い手として求められる役割がますます高まっています。
　みずほセミナーでは、役員の方に必須の最新知識を〈心得編〉〈法務編〉〈人事・労務編〉〈SDGs・サステ
ィナビリティ編〉〈戦略・DX編〉〈会計編〉の６つの観点で、短期間に学べるコースをご用意いたしました。
経営幹部のマネジメントの責務が厳しく問われる昨今、上場・未上場を問わず役員・幹部の皆様にお役立
ていただける講座です。2022年の企業経営の一助としていただけますと幸いです。是非ご検討ください。

◆ 役員向け研修はみずほセミナーへ◆
Web（オンデマンド式）で開催

2022年新春セミナー
役員に必須の最新６大要諦

1/26水〜2/14月
配信期間

Ⓐ
〈心得編〉

1/26水〜2/14月
配信期間

Ⓑ
〈法務編〉

2/1火〜3/7月
配信期間

Ⓓ
〈SDGs・サスティナビリティ編〉

1/26水〜2/14月
配信期間

Ⓒ
〈人事・労務編〉

2/1火〜3/7月
配信期間

Ⓔ
〈戦略・DX編〉

2/1火〜3/7月
配信期間

Ⓕ
〈会計編〉

最新�役員の責務と心得
—�真のサスティナブル経営とガバナンス

中島 茂 氏 中島経営法律事務所
代表弁護士

持続的発展のための『コンプライアンス経営』の基本と実践

浜辺 陽一郎 氏
青山学院大学 法学部法学科 教授
弁護士法人早稲田大学リーガルクリニック
弁護士（第二東京弁護士会）・ニューヨーク州弁護士
日本経営倫理学会常任理事、日本内部統制研究学会等理事

いまの経営者に求められる経営視点での人事労務・雇用法

丸尾 拓養 氏 丸尾法律事務所
弁護士

最新�SDGs（ESG）の要点と戦略的な活用・推進・導入のポイント

横田 浩一 氏 横田アソシエイツ代表取締役
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授

10年後の未来予測とDXを踏まえた戦略転換

河瀬 誠 氏 エムケー・アンド・アソシエイツ
代表取締役社長

役員が知っておくべき
『意思決定・業績管理のための会計』
金子 智朗 氏 ブライトワイズコンサルティング合同会社　代表社員

公認会計士　税理士



中島 茂 氏
中島経営法律事務所 
代表弁護士

21-10104 21-10201

21-10110 21-10202

21-10106 21-10203

最新 役員の責務と心得
— 真のサスティナブル経営とガバナンス

Ⓐ 〈心得編〉 Ⓓ 〈SDGs・サスティナビリティ編〉

Ⓑ 〈法務編〉 Ⓔ 〈戦略・DX編〉

Ⓒ 〈人事・労務編〉 Ⓕ 〈会計編〉

略歴
東京大学法学部卒。1979年弁護士登録、1984年弁理士登録。日本証
券クリアリング機構監査役。投資信託協会規律委員会委員。財務会計
基準機構評議員。企業経営に法務のノウハウを活用すべしとする「戦略
法務」の考え方を早くから提唱、多くの企業にリスク対策やコンプライ
アンス体制確立のアドバイスを行い、企業間紛争の処理や訴訟対応で
もエネルギッシュに活動、執筆・講演等にも活躍中。日経新聞に2年に
わたり連載した「リーガル映画館」は映画を素材にしたリスク管理の教
科書としても話題になった。ズバリ実務直結の指導には定評がある。

主著
「取締役の法律知識（第３版）」「取締役物語　花と嵐の一年」「株主総
会のすすめ方（第２版）」「最強のリスク管理」「『不正』は急に止まれ
ない！」「その『記者会見』間違ってます！『危機管理広報』の実際」
「Q＆ A『新会社法』であなたの仕事はこう変わる」「図解�仕事の法
律」「実践コンプライアンス講座　これって、違法ですか？」「社長！
それは『法律』問題です」「企業防衛の法務」「経営トップの企業危機
管理チェックポイント21」「戦略法務入門」「株主を大事にすると経営
は良くなるは本当か？」（共著を含む）他多数。

2022年新春セミナー『役員に必須の最新6大要諦』 ※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※同業の方のご参加はご遠慮ください。※最新動向により、講義内容を一部変更させていただく場合がございます

講義内容

10年後の未来予測とＤＸを踏まえた戦略転換
技術の最先端と来る産業構造・社会の大転換を包括的に理解し、中長期の戦略転換に組み入れる

持続的発展のための『コンプライアンス経営』の基本と実践
内部通報制度、トラブル対応の構え、近時の主要な法令動向まで、コンプライアンスの基本的な考え方をカバー！

最新 ＳＤＧｓ（ＥＳＧ）の要点と戦略的な活用・推進・導入のポイント
先進ケース、経営や事業に取り込むポイント、社員へのＳＤＧｓの浸透・教育、活用の視点を解説

横田 浩一 氏
横田アソシエイツ
代表取締役
慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科
特任教授

講義内容
１．�SDGs・ESG の概要、枠組
２．�なぜ今、SDGs・ESG なの

か、その必要意義
３．�大企業、中小企業の取り組

み事例
４．�国、自治体、NPOなどのビ

ジネスセクター以外の取り
組み事例

５．�SDGs を事業に取り込むポ
イントと実践
（１)�中期・長期経営計画へのSDGs

の導入
（２)�ソーシャルビジネスの考え方、

ケース�等
（３)�事業の社会的インパクト評価

の考え方
６．�SDGsが可能にする共創（イ

ノベーション）

７．�社員への SDGs の浸透・
SDGs ネイティブ世代の登
場

８．�SDGs が目指す人権目標に
ついて
（１)�世界人権宣言について
（２)�ビジネスと人権に関する指導

原則および行動計画
（３)�女性、障がい者、LGBT、外国

人労働者等のビジネスと人権
について

９．�2030年に向けてのオポチ
ュニティ（機会）とリスク

10.��SDGs 推進に向けた施策と
推進する上での課題

11.�まとめ

金子 智朗 氏
ブライトワイズコンサルティング 
合同会社 代表社員 
公認会計士　税理士

役員が知っておくべき『意思決定・業績管理のための会計』
経営に役立つ会計＝「管理会計」をケーススタディを交え実践解説

略歴
1965年生まれ。東京大学工学部卒業。東京大学大学院修士課程修了。
日本航空（株）において情報システムの企画・開発に従事しながら、
1996年公認会計士第２次試験に合格。プライスウォーターハウスコン
サルタント等を経て独立。現在、ブライトワイズコンサルティング合
同会社代表社員。会計とITの専門性を活かしたコンサルティングを中
心に、企業研修や各種セミナーの講師も多数行っている。名古屋商科
大学大学院教授（同大学ティーチング・アウォードを複数回受賞）。明
快かつパワフルな講義には定評がある。

主著
『「管理会計の基本」がすべてわかる本』（秀和システム）、『ストーリーで
学ぶ管理会計入門』（Kindle）、『ケースで学ぶ管理会計』、『理論とケー
スで学ぶ財務分析』（いずれも同文舘出版）、ほか多数。
【ホームページ】https://www.brightwise.jp
【オンライン会計辞典】https://www.kaikeijiten.com

講義内容

丸尾 拓養 氏
丸尾法律事務所
弁護士

いまの経営者に求められる経営視点での人事労務・雇用法
〜次の世代にこの会社を託すために〜

略歴
東京大学法学部卒業。大手電気通信メーカーを経て、96年司法試験合
格、99年弁護士登録、石嵜信憲法律事務所入所。07年独立、丸尾法
律事務所開設。労働事件（使用者側）専門。法廷活動のほか顧問先の
指導、セミナー等で活躍中。セミナーでは実務視点にたった実践的な
指導が毎回好評。

主著
「派遣・パート・臨時雇用・契約社員」（中央経済社）「労働法実務相談
シリーズ⑤解雇・雇止め・懲戒Ｑ＆Ａ」（労務行政）「混成職場の人事管
理と法律知識」（産労総合研究所）「実務企業統治・コンプライアンス講
義」（民事法研究会）「公益通報者保護法と企業法務」（民事法研究会）以
上含共著。ほか執筆多数。

講義内容
１．�これから雇用はどう変わるのか

－新型コロナ禍、ポスト働き方改
革、社会保障と雇用－

２．�経営の視点で、組織論の視
点で、世代論の視点で、あ
るべき雇用を考える
－事業継続のためにいかなる雇用
のバランスが現実的か－

３．�新しい処遇・コースを考える
－「同一労働同一賃金」から「違う
労働違う賃金違う雇用保障」へ－

４．�新しい働き方に労働条件を合わせる
－「不利益」を気にせず「合理的」
な労働条件に－

５．�「労務提供義務」を改めて見直す
－テレワーク、ダイバーシティー
ズ、兼業、職務専念義務－

６．�強い人事権を放棄する
－「放棄」により得られるものは何か－

７．�正社員に「プレミアム」を
支払う理由を考える
－2020年10月最高裁判決が説く
長期雇用の重要性－

８．�労働時間を見直す
－残業「させない」労働者を作る－

９．�「安全配慮義務」から考えない
－「危険」をわからずに配慮できるか－

10.��成果を上げられない従業員
に対応する
－「能力不足」は古い。反就業環
境「言動」に対処する－

11.��「パワハラ」をなくそう
－「パワハラ」という語を使わず、「嫌が
らせ・いじめ」「業務外」で考える－

12.��「均衡」と「均等」の違いを
理解する
－「同一」なんてあり得るのか。「違う」
からといって違う扱いは合理的か－

河瀬 誠 氏
エムケー・アンド・アソシエイツ 
代表取締役社長

浜辺 陽一郎 氏
青山学院大学 法学部法学科 教授
弁護士法人早稲田大学リーガルクリニック
弁護士（第二東京弁護士会）・ニューヨーク州弁護士
日本経営倫理学会常任理事、
日本内部統制研究学会等理事

略歴
東京大学工学部計数工学科卒業、ボストン大学大学院にて理学修士（情
報システム）および経営学修士（MBA）取得。王子製紙（株）に入社
し、エンジニアとしてプラントの設計・建設やシステム構築を担当。そ
の後A.T. カーニーに入社し、主に情報・通信企業と金融機関に対する
新規事業戦略策定等のコンサルティングに従事。ソフトバンク、アクセ
ルを経て、現職。経営陣に対する中長期戦略の策定、事業部門単位で
の技術開発戦略や営業戦略の策定、選抜若手などによる新規事業構築
やビジョン策定等を行っている。著作・講演実績多数。

主著
「新規事業戦略スタートブック」｢経営戦略ワークブック｣ ｢経営戦略コ
ンプリートブック｣「海外戦略ワークブック」（すべて日本実業出版 )、
｢知的資本経営のすすめ｣ ( 生産性出版、共著 )、｢課題解決のレシピ｣
「マンガでやさしくわかる問題解決」(共に日本能率協会)、｢戦略思考
のすすめ｣ ( 講談社現代新書 ) ｢信用リスク・マネジメント革命｣ ( 金
融財政事情研究会、共著 )他多数

略歴
1985年慶應義塾大学法学部卒、87年弁護士登録。都内の渉外法律事
務所勤務後、米国ロースクールを経てシカゴの法律事務所に勤務、ニ
ューヨーク州弁護士資格取得。大手法律事務所パートナー、早稲田大
学法科大学院教授等を経て現職。企業法務全般、コンプライアンス、リ
スクマネジメント、国際ビジネス法務等を中心に、大学での教鞭を取る
かたわら、企業への助言、紛争処理、執筆、講演に活躍中。法務と経
営実務両面からの、実践的で歯切れのよい指導には定評がある。

主著
「現代国際ビジネス法」（日本加除出版）「図解でわかる新民法（債権法）」
（清文社）「執行役員制度�―�運用のための理論と実務（第５版）」「図解�
コンプライアンス経営（第４版）」「スピード解説　民法＜債権法＞改正
がわかる本」「図解　新会社法のしくみ（第３版）」「経営力アップのため
の企業法務入門」（以上東洋経済新報社）「改訂版　よくわかる取締役に
なったら事典」（KADOKAWA）「ロースクール実務家教授による英文
国際取引契約書の書き方」（ILS 出版2005年９月、第３版2012年７月）
「企業改革への新潮流�法務コンプライアンス実践ガイド」（清文社
2021年10月）他多数。

講義内容講義内容
１．�コンプライアンス、企業倫

理とは�→�コンプライアン
スなくして内部統制もＣＳ
Ｒもなし

２．�後を絶たない企業不祥事！
急がれるコンプライアンス
経営の徹底�→�５つのアプ
ローチ

３．�コンプライアンス経営の体
制と浸透・実践のしくみ作
りと見直し

４．�ここが重要！自浄を促す内
部通報制度の作り方�→�参
考規程例

５．�自社に合った関連ルール・
倫理綱領等の作り方

６．�不正・トラブル発生時の対
応�→�問題対応の重要ポイ
ント

７．�コンプライアンスでカバー
すべき必須の領域�→�問題
となりやすい諸法令の近時
の動向

８．�コンプライアンス経営成功
の条件�→�まとめのチェッ
クポイント

略歴
日本経済新聞社を経て、2011年株式会社横田アソシエイツを設立。日
本経済研究センター特任研究員。2015年〜慶應義塾大学大学院特任教
授。岩手県釜石市アドバイザー。セブン銀行 SDGsアドバイザー。企業
のブランディング、マーケティング、ＣＳＲ、ＣＳＶ、ＨＲＭ、イノベーション
分野に携わると共に、地方創生やSDGsに関わる。

主著
共著に『ブランド評価と価値創造』（日本経済新聞社）、『グローバル・ブ
ランディング』（碩学舎）、『愛される会社のつくり方』（碩学舎）、『明
日はビジョンで拓かれる』（碩学舎）、『ソーシャル・ インパクト』（産
学社）、『デジタルワークシフト』（産学社）、『SDGsの本質』（中央経
済社）など多数。

〈配信期間〉1/26水〜2/14月　〈申込期限〉 1/21金まで 視聴時間：約90分 〈配信期間〉2/1火〜3/7月　〈申込期限〉 2/17木まで 視聴時間：約180分

〈配信期間〉2/1火〜3/7月　〈申込期限〉 2/17木まで 視聴時間：約230分

〈配信期間〉2/1火〜3/7月　〈申込期限〉 2/17木まで 視聴時間：約160分

〈配信期間〉1/26水〜2/14月　〈申込期限〉 1/21金まで 視聴時間：約300分

〈配信期間〉1/26水〜2/14月　〈申込期限〉 1/21金まで 視聴時間：約180分

１．�役員の「責務」の核心は何か、知っておく
２．「コーポレート・ガバナンス」の意味を改めて確認しておく
３．ガバナンス経営実現の「仕組み」は戦略的に考える
（１）「戦略的発想」とクラウゼヴィッツの定義　�（２）ガバナンス充実で企業を存続させる
（３）「経営理念」とガバナンス　　　　（４）CGコードと経営理念
（５）世論を取り入れる各種の「手段」　�（６）社外役員の役割、求められる資質

４．激変する「経営環境」を踏まえてガバナンスを考える
（１）「CSR経営」の理論と現状　　　���（２）クローズアップされる「CSR調達」、最新事例
（３）「ESG経営」の必要性
（４）「SDGs経営」の実践で「社会の持続可能性」（サスティナビリティ）を高める
（５）世界のなかの日本市場と東証市場再編
（６）改訂CGコードが意味するもの

５．企業価値の維持に向けて「適法経営」「適正経営」「管理経営」を実践する
（１）「適法経営」の実践、「違法企業」のレッテルは企業価値を決定的に毀損する
（２）「適正経営」の実践、社会の良識（コンプライアンス）に従うことで企業価値を守る
（３）「管理経営」の確立で、適法経営・適正経営を実現する
（４）「内部管理体制」（内部統制システム）のあり方と企業秩序維持権

６．企業価値の向上に向けて「成長経営」を実践する
（１）現状維持は退歩である　　　（２）イノベーションと経営理念
（３）イノベーションにおいて役員を守る「経営判断原則」
（４）CGコードと経営判断原則　　（５）日常的に経営判断原則を実践する５か条
（６）「エンタープライズ」という言葉をかみしめて経営という航海に出よう！ほか

１．�意思決定・業績管理の場面
で活躍する「管理会計」の
ホントのところを理解する
（１)�そもそも管理会計とは�―�経営

に役立つ会計
�＜ケーススタディ＞強化すべ
き部門、撤退すべき部門はどこ
か

（２)�モチベーションを下げない評
価のしかた�―�部門の評価と
部門長の評価は違う
＜ケーススタディ＞赤字部門
立て直しのための人材配置を
成功させるには

（３)�意思決定に役立つ管理会計の
カタチを作る
�＜ケーススタディ＞当社が取
るべき営業戦略を製品別・顧客
別利益から考える

（４)�損益を細分管理しないGoogle®
とApple® の共通項

（５)�財務的指標を行動指標に落と

し込む
・バランスト・スコアカードという
考え方
・非財務的成果主義のススメ

２．�これからのガバナンスのあ
り方�―�コーポレートガバ
ナンス・コードの真意
（１)�東芝の不正は内部統制で防げ

たか�―�内部統制の限界
（２)�形式的内部統制の落とし穴�―�

他律型コントロールから自律
型コントロールへ

（３)�日本企業は勝てるのか�―�
Netflix® の "No�Rules"

（４)�ガバナンスにおいても重要な
意味を持つ管理会計

【共通編】
１．�未来予測の本質：DX とい

う「産業革命」を読む
２．�DX のテクノロジー：デジ

タルという「破壊的技術」
３．�働き方と組織の未来：「業

務」と「組織」が消える
【産業編】
４．�生活産業の未来：変わる小

売・飲食・物流
５．�金融の DX：デジタルで広

がる信用創造
６．�モノづくりの未来：日本の

強みが消える
７．�エネルギーの未来：無料と

なるエネルギー

８．�自動車とモビリティの未来：
自動車産業が消える

９．�建築と都市の DX：知能化
する都市

【社会編】
10.��人口動態が示す未来：巨大

な市場が誕生する
11.��知識社会の本質：豊かな未

来の基本構造
12.��知識社会の成長産業：自己

実現と SDGs が成長の軸
【10年後未来に向けた提言】
13.��組織と戦略の DX：破壊と

創造を続ける者のみ生き
残る

講義内容の詳細・お申込みはホームページからどうぞ みずほセミナー


