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第 37 回 正会員、ＩＰＯ・内部統制実務士：開催案内 

2022 年度:2 回目の資格更新講習会は、下記の内容で開催しますので宜しくお願いいたします。 

１．開催日時、会場の御案内 

■ 講習日時：2022 年 11 月 5日（土）10時～15 時 40分 

２．講習会＜次第案＞ 

（１）講演：「コンプライアンス・リスク管理を巡る最近の動向」 

講師：株式会社エス・ピー・ネットワーク 取締役副社長 芳賀恒人 様 

   要旨：本講習では、コンプライアンス・リスク管理を巡る最近の動向について概観しつつ、コ

ンダクト・リスクへの対応、企業不祥事における第三者委員会報告書から学ぶべきことなど

を取り上げます。さらに、当社が「反社リスク対策」「内部通報制度」「情報セキュリティ対

策」「BCP（BCM）」「クレーム対応」「労務リスク対策」等に関する企業の取り組み状況に

ついて診断してきた結果から見える、企業が取り組むべき強化ポイントなどを紹介します。 

（２）講演：「内部監査の高度化 ―統合的リスク管理―」 

講師：ＰｗＣあらた有限責任監査法人ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

森の風法律事務所 弁護士 杉山典彦 様 

要旨：内部監査は内部統制におけるモニタリングの独立的評価を担う活動であり、リスク管理

における 3 線管理（Three Lines of Defense）の最後の砦となるものです。一般の事業会社

でも内部監査部門を設置しているところは多々ありますが、最も整備されている業態は間違

いなく金融機関でしょう。金融庁は令和元年 6 月に「金融機関の内部監査の高度化に向けた

現状と課題」と題するレポートを公表し、更なる高度化に向けた提言を行いました。それか

ら 4 年近くが経過し、日本の実情を踏まえた形での内部監査の高度化が進行しています。今

回の講義では、内部統制を有効に機能させるとともに不祥事を発見・防止するための日本の

最先端の取組みをご紹介いたします。 

（３）講演「近時の勧告事例等から見る開示書類の虚偽記載事案における内部統制上の留意点」 

講師：金融庁証券取引等監視委員会 開示検査課 弁護士 緒方健太 様 

要旨：証券取引等監視委員会の活動内容等について説明を行うとともに、証券取引等監視委員

会による近時の開示書類の虚偽記載事例に関する勧告事例等を踏まえて、会計不正等を予防

する上での内部統制上の留意点について紹介します。 

（４）講演：「グループガバナンスの課題と対応―監査等委員会設置会社―」 

講師：ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｴﾚｸﾄﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 取締役常勤監査等委員 入江正孝 様 

要旨：米国自動車部品カルテル事件に連座した当社が経験した事業再生について、内部統制、コ

ンプライアンス、ガバナンス面から考えてみたい。主要な論点としては、「グループガバナンス

とコンプライアンス―監査等委員会設置会社―」のこれまでの取り組みを紹介します。 

（５）会員＆有資格者 交流会＜状況により開催予定＞講習終了後、有志参加の懇親会を開催します。 

３．講習趣旨・・・本講習会の受講で 10 単位（5 時間）の受講が可能です。 

４．受講申込要領 

（１）受講申込 

会員・有資格様者は：協会ＨＰの資格更新講習会 Web 申込みから、氏名・参加の御希望を

連絡いただければ結構です。（受講案内・御請求書を郵送します。メール不可の場合のみＦＡＸ申込み。） 

①来場受講（受付 9 月末迄先着 30 名）、②Web 配信受講（10/21 迄）、を連絡ください。 

（２）受講料 

  ①．正会員＆ＩＰＯ･内部統制実務士／有資格者：受講料「9,000 円」（税込） 

    ②．単位取得（20 単位取得済み）有資格者：受講料「6,000 円」（税込） 

③．単位取得（40 単位取得済み）有資格者：受講料「4,000 円」（税込） 

＜注記＞受講配付資料は受講者様１部ですので増部希望の際は資料代を御負担ください。 

◆申込先/照会先：一般社団法人日本経営調査士協会事務局 

     〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-13-12 全経会館 4ＦURL：https://www.keieichosa.gr.jp/ 

ＴＥＬ：03-6903-4075 ＦＡＸ：03-3940-9315 E‐Mail：jimukyoku@keieichosa.gr.jp 

https://www.keieichosa.gr.jp/
mailto:jimukyoku@keieichosa.gr.jp
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＜今回御講演をいただく先生方の御経歴・主要著作等／御参考＞ 

１．株式会社エス・ピー・ネットワーク 取締役副社長 芳賀恒人 様 

＜講師御経歴、公職、専門分野等＞ 

東京大学経済学部卒業。大手損害保険会社を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。現在、

取締役副社長 主席研究員。 

企業のリスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構

築を専門分野とするリスクアナリストとして、数多くの企業危機管理に関する事例を手がける

ほか、大学での講義など幅広く活躍。とりわけ、企業の反社会的勢力排除の内部統制システム

の構築・運用支援、排除計画の策定・排除実務支援、「SPN レポート～企業における反社会的

勢力排除への取組み編」等の取りまとめ、犯罪対策閣僚会議下の「暴力団取締り等総合対策ワ

ーキングチーム」での報告、各種コラムの執筆・講演など、反社会的勢力排除、組織犯罪対策、

コンプライアンス・リスク管理の分野を中心に数多くの実績を有する。 

＜代表著作等＞ 

「暴力団排除条例ガイドブック」、「マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブッ

ク」（共著）／「反社会的勢力排除の『超』実践ガイドブック」など多数の書籍のほか、「「顧

客本位」と正面から向き合うことの重要性～2つの金融機関の不祥事例分析」（企業法務 A2Z）、

「コロナ禍に乗じた手口に注意 特殊詐欺を防止する」（バンクビジネス）など寄稿多数。 

２．ＰｗＣあらた有限責任監査法人ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

森の風法律事務所 弁護士 杉山典彦 様 

＜講師御経歴＞ 

1993 年弁護士登録。中央法律会計事務所パートナー弁護士として 10 余年にわたり一般民事・刑

事・金融法務等を担当、2005 年から 2021 年まで金融庁に勤務。専門検査官、特別検査官、財務局

検査監理官、主任統括検査官を歴任。主要行、地銀、保険、フィンテック業界を担当。リスク分析

室では経営管理・内部監査チーム長として内部監査の高度化、地銀経営統合の調査、分析等に従事。

資格：弁護士・公認内部監査人(CIA)・公認不正検査士(CFE)・上級 IPO・内部統制実務士。 

＜代表著作等＞ 

「金融機関の内部監査の高度化」（月刊内部監査）、「『統合マトリクス』で見る地域銀行の経

営統合の留意点」（週刊金融財政事情）、「民事再生法の条文解説」（共著・日本法令）ほか 

 

３．金融庁証券取引等監視委員会 開示検査課 弁護士 緒方健太 様 

＜講師御経歴＞ 

2010 年に西村あさひ法律事務所に入所（M&A、ジェネラル・コーポレート、IPO 支援、危機管

理、コンプライアンス等を中心に、企業法務全般について法的サービスを提供）。2013 年～2015

年までみずほ証券株式会社コンプライアンス統括グループ法務部へ出向。2019 年からの南カリフォ

ルニア大学ロースクールへの留学を経て、2020 年より金融庁証券取引等監視委員会開示検査課・取

引調査課国際取引等調査室。弁護士、公認不正検査士(CFE)、上級 IPO・内部統制実務士。 

＜主要著書（一部）＞ 

「金商法 166 条１項５号の『職務に関し知った』に関する考察」商事法務 2285 号（共著、2022

年）•「グループ管理規程見直しのポイント - 会社法改正を見据えて -」ビジネス法務 2013 年 2

月号（共著、2012 年）ほか 

 

４．ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｴﾚｸﾄﾘｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 取締役常勤監査等委員 入江正孝 様 

＜講師御経歴＞ 

  1955 年生れ、67 才。兵庫県出身、島根大学文理学部法学科卒。32 年間の証券会社勤務を経て、

事業会社に転身。米国自動車部品カルテル事件時は企画室長、監査室長として対応。2016 年 7 月

以降の会社再建から純粋持株会社への改組、田淵電機㈱の ADR スポサー契約と株式交換による

100%子会社化（仲間化）他の事業再生を取締役監査等委員として経験。社団法人日本証券アナリス

ト協会認定アナリスト、IPO・内部統制実務士。 
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一般社団法人日本経営調査士協会 行                     年  月  日 

会員、ＩＰＯ・内部統制実務士 資格更新 講習会 申込書 

・・・原則、弊会のＨＰ（Ｗｅｂ）からの申込みでお願いします・・・ 

 

私こと、第 37 回「ＩＰＯ・内部統制実務士：資格更新講習会」の受講を申し込みます。 

１．受講の申込み （□にチェック） 

□ 資格更新講習会を申込む  ・・・  （注）下記の該当にチェックください。 

注記（ □ ←会場参加の希望は、先着 30 名様ですので「チェック」、以降は Web 配信受講です。） 

注記（ □ ←ＩＰＯ･内部統制実務士有資格者で、既に 20 単位取得済みの方は「チェック」） 

 

２．申込者記入欄・・・8 月から Web 申込み画面で「受付」いたします。 

 資格更新講習会受講 申込記入欄 

郵便番号 

自宅住所 

 

 

氏 名
ふ り が な

 
 

 
資格  

電話番号   －   － FAX 番号   －   － 

事業所名 

（自営・勤務先） 

 

 

TEL   －   － 

FAX   －   － 

郵便番号 

事業所住所 

 

 

 

３．受講票の送付先 （□にチェック） 

 □ 御自宅 □ 事務所・勤務先 □（              ） 

 

４．受講料の納付先（□にチェック） 

□みずほ銀行 □三井住友銀行 □三菱 UFJ 銀行 □郵貯銀行 □住信 SBI ﾈｯﾄ銀行 □りそな銀行 

＜銀 行／振込先口座＞みずほ銀行赤坂支店：普通預金 2081722 ／ 三井住友銀行赤坂支店：普通預金 8748525 

       ／ 三菱ＵＦＪ銀行赤坂支店 普通預金 0027137 ／ ゆうちょ銀行：通常貯金 10100-89013721 

 ／ りそな銀行大塚出張所 普通預金 1441873  ／ 住信 SBI ﾈｯﾄ銀行 法人第一支店 普通預金 1117957 

＜口座名義／照会先＞一般社団法人 日本経営調査士協会【シヤ）ニホンケイエイチヨウサシキヨウカイ】 

 

５．注意事項 

 （１）第 37 回ＩＰＯ・内部統制実務士資格更新講習会の申込期限は、2022 年 10 月 21 日（金）です。 

 （２）            〃          受講料は、2022 年 10 月 25 日（火）までに振込ください。 

＜注記＞受講料の納入期日を厳守願います。御納入が確認できない場合は単位証明が交付できなくなります。 

（３）会員・有資格者は、協会ＨＰ https://www.keieichosa.gr.jp/training-session-form から、氏名・参加 

  の御希望などを Web 申込みいただければ結構です。（Web 不可の場合のみに限り FAX 申込み。） 

なお、申込み時に、①来場参加希望、②Web 配信受講希望を（通信欄に）申し出ください。 

（４）会場参加の募集定員（上限）を先着 30 名程度とし、以降、Web 配信受講にて、受付けします。 

当協会：参考ＨＰ「ＩＰＯ・内部統制実務士／https://www.keieichosa.gr.jp/ipo」 

「上場・内部統制／https://www.keieichosa.gr.jp/internal-control」 

 

◆照会先：一般社団法人日本経営調査士協会／一般社団法人ＩＰＯ・内部統制実務士会 

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-13-12 全経会館 4Ｆ URL：https://www.keieichosa.gr.jp/ 

ＴＥＬ：03-6903-4075 ＦＡＸ：03-3940-9315 E‐Mail：jimukyoku@keieichosa.gr.jp  

https://www.keieichosa.gr.jp/training-session-form
https://www.keieichosa.gr.jp/
mailto:jimukyoku@keieichosa.gr.jp

