
主 催 ： 株式会社日本政策投資銀行　HCアセットマネジメント株式会社
後 援 ： 株式会社日本経済新聞社　　
協 賛 ： 一般社団法人金融財政事情研究会　一般社団法人日本CFO協会

日  時 ： 2015年12月7日（月）
 13：30～17：30（受付：13：00～）

会 場 ： 大手町フィナンシャルシティ
 Conference Center ホール1・2
 東京都千代田区大手町一丁目9番7号  Tel: 03-6225-2661

参加費無料

第3回

産業の成長と
金融の創意

産業金融フォーラム

基調講演

小野 尚 氏　金融庁　総括審議官

第1部

産業の革新を支援する
資金供給の高度化

パネルディスカッション

小林 真 氏　株式会社三菱東京UFJ銀行　常務執行役員

富井 聡 氏　

森本 紀行 氏
コーディネーター：坂本 忠弘 氏 地域共創ネットワーク株式会社

代表取締役

株式会社日本政策投資銀行　
取締役常務執行役員

HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

株式会社日本政策投資銀行
取締役常務執行役員投資本部長

パネルディスカッション

猪原 弘之 氏　住友商事株式会社　代表取締役副社長

浦田 晴之 氏　オリックス銀行株式会社　代表取締役社長

勝又 幹英 氏　株式会社産業革新機構　代表取締役社長

コーディネーター：大石 英生 氏

基調講演

保坂 伸 氏　経済産業省　大臣官房審議官（経済産業政策局担当）

第2部

企業価値を
向上させるための
資金調達の高度化

お申し込み方法

お申し込みは、HCアセットマネジメント株式会社にて承っております。
下記のいずれかの方法でお申込み願います。席数に限りがあります

ので、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承下さい。

こちらからお申し込み下さい

     http://www.fromhc.com
　　　　　 プロ投資家向け　資産運用情報サイト「fromHC」

     E-mail: info@fromhc.com
     TEL: 03-6685-0683 （担当：小川）

     FAX: 03-6685-0686
※今後、フォーラム案内をご希望されない方は、誠にお手数ですが、事務局まで

　　お電話（03-6685-0683）か、E-mail（info@fromhc.com）にて、ご連絡をお願い
致します。
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個人情報の取り扱いについて

お預かりしました氏名、住所、法人・団体名、部署・役職名、同所在地、電話番号、

FAX番号、Eメールアドレスといった個人情報につきましては、株式会社日本政策投資銀
行及びHCアセットマネジメント株式会社が、以下の目的のため、個人データとして共同
で利用します。個人データの管理責任者は、HCアセットマネジメント株式会社となります。
個人情報の取り扱いにつきましては、HCアセットマネジメント株式会社の「プライバシー
ポリシー」（http://www.fromhc.com/company/policy/privacy.html）をご覧下さい。
［目的］

●本フォーラムの円滑な運営のため

●本フォーラムのパネリストなどの関係者に参加者名簿として提供するため

●投融資業務、各種金融商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発、

フォーラム、セミナーのご案内、ご紹介等を行うため

〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-11   IP-Phone.050-3539-5013   Tel.03-6685-0681   Fax.03-6685-0686

http://www.fromhc.com
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産業に金融の熱き血潮を

　金融庁は、新しい「金融行政方針」において、「金融とは、身体をめぐる

血液のようなものであり、資金が適切に供給されていくことで、経済成長

や国民の生活の向上が図られる」との認識のもと、「企業・経済の持続的

成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増大がもたらされるこ

と」をもって、金融行政の目的としました。

　そして、具体的な方法においては、「金融機関等の個々の活動を細かく

規制するのではなく、金融機関等の創意工夫を引き出すことで、全体と

して質の高い金融サービスの実現を図っていくことが有効である」とする

これまでにない画期的な施策を打ち出しています。

　今や、産業金融の理念の実現のために、金融機関には、創意工夫と切

磋琢磨が求められているのです。産業金融の主役は、産業です。金融は、

産業の成長を支援するものにすぎません。故に、金融機関の創意工夫は、

産業界の視点を踏まえて、なされなくてはならないのです。

　産業界が求める資金調達の効率的手法は何か、それに対して、金融界

は、どのような創意工夫をもって、応えるべきなのか、問題提起を超え、

具体的な指針を提示すること、それが「第3回産業金融フォーラム」の目

的です。

　本フォーラムを通じて、産業界と金融界の一人一人の創意工夫のため

に、発想の転換、新しい着眼点など、何らかの示唆を提供できるのであ

れば、主催者の喜び、それに勝るものはありません。

主催者

産業金融フォーラム第3回

地下鉄をご利用の場合
●東京メトロ丸ノ内線大手町駅「A1出口」からは、アト
リウムエレベーター、エスカレーターにて３階カンファ
レンスセンターへお越しいただけます。
●大手町駅「E1出口」側の東京サンケイビル経由
からは、イーストエレベーター、エスカレーターに
て地下１階または１階よりアトリウムエレベー
ター、エスカレーターにお乗り換えいただき、
３階カンファレンスセンターへお越しいただ
けます。

お車をご利用の場合
●日比谷通りを南方面に向かって左折、
もしくは、大名小路を北方面に向
かって左折し、１F車寄せまでお越し
下さい。

金融庁　
総括審議官

1983年に大蔵省（現財務省）に入省。証券
局等、アジア開発銀行総裁補佐官等の職
務を経て、金融庁においては、検査企画官、
保険課長、信用制度参事官、企画課長等
を歴任し、監督局参事官（内閣府本府地域
経済活性化支援機構担当室長を併任）、
総務企画局審議官（企画・市場担当）、
2015年7月より現職（証券市場行政総括
官、アジア金融連携センター長代行を併任）

小野 尚 氏

第1部　基調講演

HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

三井生命のファンドマネジャーを経て、
1990年1月ワイアット（現タワーズワトソン）
に入社。日本初の事業として、年金基金等
の機関投資家向け投資コンサルティング事
業を立ち上げる。2002年11月、HCアセッ
トマネジメントを設立、全世界の投資機会
を発掘し、専門家に運用委託するという新
しいタイプの資産運用事業を始める。東京
大学文学部哲学科卒。

森本　紀行 氏
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
常務執行役員

1985年に三菱銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）
に入行。シンジケーション部長、執行役員ス
トラクチャードファイナンス部長を経て、
2015年5月より現職（ソリューション本部
長、コーポレート情報営業部担当、市場営
業部副担当）。三菱ＵＦＪフィナンシャル･グ
ループにおいては、経営企画部アライアン
ス戦略室長等を経て、現在、執行役員（ソ
リューションユニット担当）。

小林　真 氏
株式会社日本政策投資銀行　
取締役常務執行役員投資本部長

1985年4月日本開発銀行入行（現日本政
策投資銀行）。2008年3月企業ファイナン
スIIグループ長、企業ファイナンスグループ
長を歴任。2010年5月執行役員企業ファイ
ナンスグループ長、2011年6月常務執行
役員企業ファイナンスグループ長就任、
2012年6月常務執行役員投資部門長就
任、2015年6月取締役常務執行役員投資
本部長就任、現在に至る。京都大学経済
学部卒業。

富井　聡 氏

第1部　パネルディスカッション

地域共創ネットワーク株式会社
代表取締役

1990年に大蔵省（現財務省）入省後、主計
局、金融庁監督局、金融副大臣秘書官等
を経て退官。 2007年に地域共創ネットワー
クを設立し、地域金融機関の新たなビジネ
スモデルづくりや地域資源を活かした経営
事業支援等に取り組む。一般財団法人東北
共益投資基金の設立代表理事や農林漁業
成長産業化支援機構執行役員等も歴任。

坂本 忠弘 氏
コーディネーター

経済産業省　大臣官房審議官
（経済産業政策局担当）

1987年に通商産業省（現経済産業省）に
入省。産業政策局、通商政策局等の職務
を経て、中小企業庁経営支援部商業課長、
資源エネルギー庁資源・燃料部石油・天
然ガス課長、製造産業局自動車課長、経
済産業政策局企業行動課長、資源エネル
ギー庁総合政策課長、大臣官房秘書課長、
大臣官房政策評価審議官を歴任し、2015
年6月より現職。

保坂　伸 氏

第2部　基調講演

オリックス銀行株式会社　
代表取締役社長

1977年にオリエント・リ－ス（現オリックス）
に入社。オリックスにおいて、執行役（人事・
総務本部副本部長、社長室長）、常務執行
役（経営計画室管掌）、取締役兼執行役副
社長（社長室等管掌）、2009年にグループ
ＣＦＯ、財経本部長、広報部管掌、経営企
画部管掌、2011年に取締役兼代表執行役
副社長。2012年にオリックス銀行社外取
締役、2015年6月より現職。

浦田　晴之 氏
株式会社産業革新機構　
代表取締役社長

1983年旧㈱日本興業銀行入行。1999年
メリルリンチ日本証券入社。2002年日本
みらいキャピタル㈱を設立、取締役パート
ナー＆CFO就任。2007年ニュー・フロンティ
ア・キャピタル・マネジメント㈱設立、代表
取締役社長就任。2010年モバイル・イン
ターネットキャピタル㈱、代表取締役社長
就任。2015年㈱産業革新機構、代表取締
役社長に就任、現在に至る。東京大学教養
学部卒業。

勝又　幹英 氏
住友商事株式会社　
代表取締役副社長

1976年住友商事入社。執行役員財務部長を
経て、2012年専務執行役員、2015年代表
取締役副社長就任、現在に至る。東京大学
法学部政治学科卒。

猪原　弘之 氏

第2部　パネルディスカッション

株式会社日本政策投資銀行　
取締役常務執行役員
 
1985年4月日本開発銀行入行（現日本政
策投資銀行）。2009年6月シンジケーション
グループ長、2011年6月企業投資グルー
プ長、2012年4月執行役員業務企画部長
を歴任。2013年9月常務執行役員、2015
年6月取締役常務執行役員に就任、現在
に至る。東京大学経済学部卒業。

大石　英生 氏
コーディネーター

産業の成長と金融の創意
日    時 ： 2015年12月7日（月）
  13：30～17：30（受付：13：00～）

会   場 ： 大手町フィナンシャルシティ
  Conference Center ホール1・2
  東京都千代田区大手町一丁目9番7号  Tel: 03-6225-2661
  http://www.dbj-r.jp/access.html

参加費 ： 無 料

13：00～ 受付

15：20～15：40 休憩

13：30～13：55 基調講演

 小野 尚 氏　金融庁　総括審議官

13：55～15：20 パネルディスカッション

 小林 真 氏　株式会社三菱東京UFJ銀行　常務執行役員

 富井 聡 氏　株式会社日本政策投資銀行　取締役常務執行役員投資本部長

 森本 紀行 氏
 コーディネーター：坂本 忠弘 氏 地域共創ネットワーク株式会社

代表取締役

15：40～16：05 基調講演

 保坂 伸 氏　経済産業省　大臣官房審議官（経済産業政策局担当）

16：05～17：30 パネルディスカッション

 猪原 弘之 氏　住友商事株式会社　代表取締役副社長

 浦田 晴之 氏　オリックス銀行株式会社　代表取締役社長

 勝又 幹英 氏　株式会社産業革新機構　代表取締役社長

 コーディネーター：大石 英生 氏 株式会社日本政策投資銀行　
取締役常務執行役員

第1部

産業の革新を支援する資金供給の高度化
産業界の創造的革新に対して、金融界は、革新を支援し加速させるように、適切な

方法で資金供給しなければなりませんが、そこでは何が課題となるのか検討します。

第2部

企業価値を向上させるための資金調達の高度化
産業界の成長のために求められる資金調達手法について、企業価値の視点から、

コスト管理とリスク管理の両面における創意工夫の余地について検討します。

HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長


