CDP:Company Direction Program

経営者・幹部の法務・企業統治セミナー

定

員

36名

対

2日間
通い

1 日目

を認識しなければなりません。また、企業の不祥事が多発した事態に対し、社会からガバナンス・内部統制の強化が求められ
コーポレートガバナンスを構築し有効に機能させるために、トップマネジメントはどのようなことに留意すべきか。同時に
経営の透明性を確保し、各ステークホルダーと適切なコミュニケーション・説明責任を果たしながら、効果的に企業価値を向上

リスクマネジメントと内部統制

・リスクの把握と対策
・内部統制事項の設定とモニタリング

程

2017年

2月 7日（火）〜 8日（水）

A-57

2017年

7月 20日（木）〜 21日（金）

A-58

2017年

10月 3日（火）〜 4日（水）

A-59

2018年

2月 1日（木）〜 2日（金）

①取締役の決議事項
②取締役会の決議の瑕疵とその効果
③特別利害関係人の議決権等

4. ビジネスコンプライアンス・
リスクマネジメント
①内部統制・コンプライアンスの必要性
②グループ経営と統括方法
③リスクマネジメント
④クライシス・コミュニケーション
ケーススタディ「クライシス・コミュニケーション」
ケーススタディ
⑤グローバルリスク・外国子会社管理の基本
⑥内部告発と内部通報
ケーススタディ「内部通報」
ケーススタディ

場

9. 監査役・監査役会・会計監査人・会計参与・
各委員会設置会社
10. 各種委員会等
①指名委員会等設置会社
③効率的な機関設計

17:30
17:30
18:30

②監査等委員会設置会社

名刺交換会

〈主な著書〉

「わかりやすい新会社法Q&A」
「倒産再生再編六法」
「新会社法による特例有限会社の法律実務」
「新会社法の実務のポイントと対応策Q&A」
「会社法大系2」
「株式交換・株式移転の理論・実務と書式」
「企業再編の理論と実務」

受 講 者 の 声
●経営者・幹部として、
このセミナーの内容は実は身近なものであり、今後
の会社運営に大いに役立つものと考える。
●ケーススタディで検討した刑事責任や責任を負うか否かの判断など、取

た。法令等の背景の説明もあり理解が深まった。
●子会社への出向で代表取締役となったが、
これまで企業統治に関して体
系的に学習する機会があまり無かった為、大変参考になった。

ができた。今後の取締役会などの業務で役立てていきたい。
●注意・考慮して判断しなければならないポイントが理解できた。経営を法
律の側面から見ることができ、勉強になった。実務に活かしたい。
●執行役員として業務執行上気をつけなければならない点等、実務で役立
つ事が多かった。
●取締役会の意義、重要性がよく理解できた。ケース、事例説明も多くわか
りやすかった。

CDP

CDP

CDP

CDP

経営者・幹部の

締役責務の重大さが良く理解できた。
●コーポレートガバナンスの重要性、取締役の権限と責任がよく理解でき

●企業コンプライアンスや取締役の権限や責任などを体系的に学ぶこと

CDP

経営リテラシー集中セミナー

1979年 早稲田大学法学部卒業
1983年 弁護士登録 梶谷綜合法律事務所
1989年 独立
1997年 明哲綜合法律事務所 設立
2008年 成和明哲法律事務所 設立 現在に至る
法制審議会 会社法部会 幹事、一弁総合法律研究所元
委員長、
日弁連 倒産法制検討委員会 副委員長、新司
法試験考査委員（商法・会社法担当）等を務める。
多くの企業の社外取締役・社外監査役、
（一社）
日本経済
団体連合会監事、会社更生、破産、民事再生等の管 財
人・監督委員等を歴任。
日本を代表するコーポレートガバナンス・リスクマネジ
メントの論客である。

①株主総会の基礎知識
②株主総会の理念と現実
③株主総会の実務
④準備と運営
⑤株主対策
⑥株主総会決議の瑕疵
⑦中小企業の株主総会
⑧瑕疵のない株主総会決議のために

①取締役とそれぞれの関係

日本能率協会 研修室 ほか

※時間はいずれも9:30〜17:30
（初日のみ18:30まで名刺交換会）

8. 株主総会

JTS

経営者・幹部の意思決定と

成和明哲法律事務所
弁護士・パートナー

7. 取締役会

リーダーシップセミナー

土岐 敦司

①使用人兼務取締役と執行役員
②日本型の経営哲学

経営者・幹部の
組織・人材革新セミナー

講師

（敬称略）

3．日本型の経営の問題点とその改善策

JTS

経営者・幹部の
財務・会計必須セミナー

A-56

会

①取締役・代表取締役
②善管注意義務・忠実義務の内容
③取締役の責任の減免
④競業避止義務・利益相反取引
⑤経営判断の法則
⑥取締役の対第三者責任
⑦取締役の責任事例の検討
ケーススタディ「代表取締役の権限乱用」
ケーススタディ

経営者・幹部の
経営戦略セミナー

日

①企業統治の必要性
②コーポレートガバナンスが重視される理由
③不祥事を引き起こさないことは最低限のCSR
④コーポレートガバナンスの担い手
⑤取締役と従業員の地位と責任

IMC

経営者・幹部の
法務・企業統治セミナー

取締役個人が負う法的な責任

・経営の委託を受けた取締役
・善管注意義務、
経営判断の原則

6．取締役（執行役）代表取締役（代表執行役）の
権限と責任、役割

新任執行役員セミナー

ガバナンスの確保

必須知識
日程
会場

・社外取締役、委員会等設置会社

①法律編
②定款
（会社の憲法）その他の規則
③役員の刑事責任
ケーススタディ「特別背任罪の成否」
ケーススタディ

2．コーポレートガバナンスとは

カッションを通じて学びます。

5. 企業役員が理解すべきルール

IMC

新任取締役セミナー

させるにはどのような考え方と行動が必要か。おさえるべき法務・企業統治について、豊富な事例解説と受講者相互のディス

会社に関する法律と会社の機関設計

１．経営者を取り巻く環境の大きな変化
①株主の変化
②内部統制システム強化の要請
③ＣＳＲの重視
ケーススタディ 「企業の社会的責任」
ケーススタディ

ている現状にも対応していく必要があります。

・企業として守るべき最低限の事柄
・社会から信頼を得る企業活動

2 日目
経営革新塾

9:30

（敬称略）

社長セミナー

プログラム

本セミナーはこれまで現場の第一線で実務を遂行してきた方々に向け、企業経営に必要な法律 の基礎知識を学べるよ

ＣＳＲとコンプライアンス

経営者に求められる必須知識の体系的理解

取締役・執行役員・
経営幹部の方々

企業は「社会の公器」−ステークホルダーとのコミュニケーションの最適解とは
う構成しています。近年、日本企業を取り巻く環境は変化してきており、それに伴い経営姿勢も改めて確認する必要があること

CDP

象

CDP-i
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※講師およびプログラムは都合により変更になる場合がございます。最新情報はホームページでご確認ください。
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CDP:Company Direction Program

経営者・幹部の経営戦略セミナー

定

員

36名

対

2日間
通い

1 日目

企業の全体最適・将来最適を見据えながら限られた経営資源の配分と有効活用を考え、優先順位を決断する。まさにトップマネ
本セミナーでは、経営戦略の策定・実行・評価において、
トップマネジメントに求められる視点と行動を、知識と豊富な事例解説、受
講者相互のディスカッションを通じて総合的に学びます。

会

2017年

1月 19日（木）〜 20日（金）

B-57

2017年

8月 24日（木）〜 25日（金）

B-58

2017年

10月 23日（月）〜 24日（火）

B-59

2018年

1月 25日（木）〜 26日（金）

務した後、米国カーネギーメロン大学にて経営工学修士（Master

士号（Ph.D.）取得後、北陸先端科学技術大学院

of Science in Industrial Administration）取得。その後、ボ

大学准教授を経て現職。専門分野は国際経営

ストン・コンサルティング・グループ（BCG）に入社し、十数年間、日

戦略、イノベーションマネジメント。野中郁次郎

本およびグローバル企業に対してさまざまなコンサルティング・サ

氏と長年研究活動を共にし、共著『 知識創造経

ービスを提供。2008年より一橋大学大学院国際企業戦略研究

営とイノベーション』
（丸善）などがある。

科（一橋ICS）教授。2016年より早稲田大学大学院経営管理研

主要著書・論文

究科（早稲田ビジネススクール）で教鞭を取るかたわら、企業に対

○野中郁次郎/遠山亮子（2006）
『 知識創造経営と

スの提供を行っている。著書に『経営者はこう育てる』
（ 日経ビジ

リアルケーススタディ

●グループワーク
●ロールプレイ

経営者講演

トップマネジメントに求められる戦略の
実行・実現の要諦についてお話いただきます

9. まとめ

CDP

17:30
17:30
18:30

名刺交換会

CDP

イノベーション』丸善株式会社

中央大学
ビジネススクール
大学院戦略経営研究科
教授

Oxford University Press 2007
○野中郁次郎/遠山亮子/平田透（2010）
『 流れを経
営する』東洋経済新報社

受 講 者 の 声
経営者講演

2001年 常務執行役員（医薬営業部門長補佐）
2002年 帝人グループ専務執行役員（医薬事業本部長）

●経営戦略を立案する際の考え方が理解できた。今後の実務に活かしてい
きたい。また、他社との差別化とスピードが大事である事を強く感じた。
●成功例、失敗例など事例も交えて経営戦略の基本が良く理解できた。
●戦略構築に関する基本の復習効果が高まった。基本的理解をいかに応用

1976年 医薬業務部

2005年 常務取締役（CIO 兼 医薬医療事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社 代表取締役社長 ）

1983年 医薬営業企画部

2006年 専務取締役（CIO 兼 医薬医療事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社 代表取締役社長 ）

1992年 医薬営業企画部長

2007年 専務取締役（CSO 兼 医薬医療事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社 代表取締役社長 ）

●中期計画を立てる上で大変参考になりました。

1998年 東京支店長

2008年 代表取締役社長 CEO

1999年 執行役員（東京支店長）

2010年 代表取締役社長執行役員 CEO

●異業種や他社の問題点（日本企業の問題点）などを学び、日本企業のお

2000年 執行役員（医薬営業部門 副部門長）

2014年 取締役会長

するか、効果を上げる工夫など参考となった。

かれている現状を踏まえ、
どう戦っていくのか、
どうあるべきなのか考え
させられました。
●経営戦略をわかりやすく教えて頂き、使命感をもってすすめる事を決意し
ました。
●経営者の視点を意識して戦略を考えるいい機会になりました。
●戦略を組み立てる上でのアイディアが多く聞け、
参考になりました。

CDP

経営者・幹部の

帝人グループ専務執行役員（医薬医療事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社 代表取締役社長）

●戦略論を体系的に知ることができた。実際に役立てたい。

CDP

経営リテラシー集中セミナー

2003年 帝人グループ専務執行役員（医薬医療事業グループ長 兼 医薬事業本部長）

CDP

経営者・幹部の意思決定と

1975年 米国留学（バブソン大学 MBAコース）

ケーススタディ：X社

JTS

リーダーシップセミナー

1972年 化学品開発部

8.

演習

○「Knowledge Creation and Management」

リアルケーススタディ
帝人株式会社入社

17

遠山 亮子

●バリューチェーンとは 演習
●ビジネスモデルの組み立て方

①メガトレンドの意味するところ
②グローバル化の意味するところ

一橋大学商学部卒。ミシガン大学経営大学院博

して幹部育成プログラムの提供、社外取締役等の形でのアドバイ

7. バリューチェーンとビジネスモデル

4．経営環境を正しく認識する

日本能率協会 研修室 ほか

東京工業大学工学部卒。同大学院修士課程修了。㈱日建設計に勤

1971年 慶應義塾大学 経済学部卒

帝人株式会社
取締役会長

場

※時間はいずれも9:30〜17:30
（初日のみ18:30まで名刺交換会）

早稲田大学大学院
ネス人文庫）、
「 経営の失敗学」
（日本経済新聞出版社）、
「 BCG経
経営管理研究科
営コンセプト：構造改革編」
（東洋経済新報社）がある。
（早稲田ビジネススクール）
教授

大八木 成男

①SP (strategic positioning) と
OE (Organizational Eﬀectiveness)
②コアコンピタンスの認識 演習
③コアコンピタンスと事業多角化 演習

経営者・幹部の
組織・人材革新セミナー

菅野 寛

3．コアコンピタンスを認識・育成する

JTS

経営者・幹部の
財務・会計必須セミナー

講師

（敬称略）

●なぜ企業はイノベーションできないのか
●ビジネスにおけるイノベーションとは
●半歩先のイノベーション
●イノベーション思考

経営者・幹部の
経営戦略セミナー

B-56

6. イノベーションのマネジメント

①全社戦略とは何か
●事業戦略と全社戦略の違い 演習

・事業戦略・機能別戦略の策定、実行、
評価
・自社の勝ちパターンと推進体制を見出す
・経営目標達成に向けた行動計画の進捗管理

程

●フレームワークの功罪

IMC

経営者・幹部の
法務・企業統治セミナー

日

①事業目標の設定
②顧客分析
③提供価値の定義
④競合分析
⑤競合優位性の構築
⑥経済性分析
⑦競合のリアクション

●顧客の定義
●競合の定義
●フィージビリティ・チェック

2．全社戦略

ケーススタディ：R社

新任執行役員セミナー

戦略のデザインと実行

必須知識
日程
会場

・
トップマネジメントが決断することは？
・定石の理解と具体的な企業経営への対応

IMC

新任取締役セミナー

さらに、構造改革と業績向上を実現した経営経験者の体験を通じて考察を深めていきます。

5.

１．経営戦略とは何か
①このプログラムで学ぶこと
ケーススタディ：M社
② ケーススタディ
●事業目標の設定
●提供価値の定義
●競合優位性の構築
③戦略的思考とは
●考える力の醸成 演習
演習

ジメントの見識と判断力、責任感が問われる時代だと言えます。

2 日目
経営革新塾

9:30

資など新たな打ち手とともに、構造も的確に変革していかなければなりません。

（敬称略）

社長セミナー

プログラム

近年の経営における外部環境の激しい変化に伴い、
トップマネジメントは海外展開、事業再編、異業種への参入、成長分野への投

事業の競争戦略の構築と実施

経営者に求められる必須知識の体系的理解

取締役・執行役員・
経営幹部の方々

経営戦略におけるトップマネジメントのイニシアチブとは

全社戦略とトップマネジメントの役割

CDP

象

CDP-i
※講師およびプログラムは都合により変更になる場合がございます。最新情報はホームページでご確認ください。
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