
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

基調講演

松永 明 氏　経済産業省　大臣官房審議官（経済産業政策局担当）

第1部

創造が革新を生み、
革新が成長を生む

パネルディスカッション

田口 弘 氏　株式会社エムアウト 代表取締役社長

仲谷 善文 氏
桐山 毅 氏　株式会社日本政策投資銀行 産業調査部長

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

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構　
代表取締役社長

株式会社ジェイデバイス 代表取締役社長
株式会社ジェイデバイスセミコンダクタ 代表取締役会長

株式会社日本政策投資銀行
企業金融第1部 技術事業化支援センター長

HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

パネルディスカッション

池田 憲人 氏
落合 寛司 氏　西武信用金庫　理事長

森本 紀行 氏
コーディネーター：島 裕 氏

基調講演

西田 直樹 氏　金融庁　総務企画局審議官（監督局担当）

第2部

金融は、触媒として、
革新を加速させる

日  時 ： 2014年10月29日（水）
 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6号  Tel: 03-6225-2661

参加費無料

第2回

構造改革と
成長資本

産業金融フォーラム

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/aboutus/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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成長を生む革新、成長を加速させる金融

　日本経済は、人口減少のもとでも、成長できる可能性があります。国

民一人当たりの生産性は、まだまだ高めることができるはずです。しか

し、そのためには、革新が必要です。

　革新の鍵は、構造改革です。

　金融は、産業界の構造改革の主役ではありませんし、成長の主役でも

ありません。改革と成長の主役は、産業界です。しかしながら、金融の社

会的機能は重要です。金融は、産業構造改革の触媒として機能し、改革

の速度を高めるからです。

　今後、産業界は、事業再編、グローバル化、高齢化対応、女性登用等

のダイバーシティ経営、官民連携などを通じ、多様な成長と投資の機会

を見出すはずです。

　金融界は、産業界の成長等に向けた取り組みを支援すべく良質なリス

クマネーの供給を行うことが求められています。産業界と金融界の関係

は、伝統的な融資の枠を超え、新たなる緊張感のなかで、創造的な金融

技法の革新を生み出していくでしょう。

　成長は、成長への確信なくしては、生じません。確信は、産業界の成長

戦略への自信と、金融界の社会的責務の自覚と、そして何よりも、産業

界と金融界の相互信頼とに基づき、国民的地平に成立してくるのです。

　「産業金融フォーラム」を通じて、一人でも多くの方に、成長への確信を

もっていただくこと、これが主催者の切なる願いです。

主催者

産業金融フォーラム第2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。

経済産業省　大臣官房審議官
（経済産業政策局担当）
1985年に通商産業省（現経済産業省）に
入省。米国留学（ハーバード大学）、通商政
策局、中小企業庁等の職務を経て、通商
政策局情報調査課長、経済産業政策局調
査課長、製造産業局自動車課長、経済産
業政策局産業構造課長、内閣官房内閣参
事官、経済産業省大臣官房会計課長、中
小企業庁事業環境部長を歴任し、2014年
7月より現職。

松永 明 氏

第1部　基調講演

株式会社日本政策投資銀行
産業調査部長
1986年日本開発銀行（現日本政策投資銀
行）入行。1992年米国カリフォルニア大学
ロサンゼルス校経営大学院修了、ロンドン
事務所、事業再生部、財務部、経理部を
経てロンドン首席駐在員、DBJ Europe Ltd 
CEO、産業調査部担当部長 ソリューション
企画室長を歴任。2013年9月より産業調
査部長に就任、現在に至る。東京大学経済
学部卒業。

桐山 毅 氏
株式会社エムアウト
代表取締役社長
1959年大竹農機製作所（現・大竹製作所）
入社。1963年三住商事（現・ミスミグルー
プ本社）創業後、東証一部上場企業へと育
て上げた。2002年エムアウト創業。起業
フェーズに特化し、数々の事業を分業制に
て立ち上げる仕組み、「スタートアップファク
トリー」を提唱。「マーケットアウト」のコンセ
プトに特化した事業を数々創出。愛知学院
大学商学部卒業。

田口 弘 氏
株式会社ジェイデバイス　代表取締役社長
株式会社ジェイデバイスセミコンダクタ
代表取締役会長
1988年住友商事入社。1993年ジェイデバ
イスの前身となる仲谷電子製作所入社、
1995年同社代表取締役就任。2009年国
内大手IDMおよび米大手後工程専業企業
との資本提携を機に社名をジェイデバイス
に変更。2013年100％子会社としてジェイ
デバイスセミコンダクタ発足、同社代表取
締役会長に就任。京都大学経済学部卒業。

仲谷 善文 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。奈良県出身。

坂本 忠弘 氏
コーディネーター

金融庁　総務企画局審議官
（監督局担当）
1982年に大蔵省（現財務省）に入省。銀行
局、主計局、近畿財務局理財部金融監督
官等の職務を経て、2001年より金融庁に
て、監督局協同組織金融調整官、監督企
画官、信用機構対応室長、銀行第二課長、
監督局総務課長を歴任し、2014年7月よ
り現職。兼務で、内閣府本府地域経済活
性化支援機構担当室次長、政策統括官（経
済財政運営担当）付参事官。

西田 直樹 氏

第2部　基調講演

西武信用金庫
理事長
1973年に西武信用金庫に入庫。2002年
常勤理事、2005年専務理事、金融庁金融
審議会専門委員や独立行政法人経済産業
研究所委員も務め、2010年理事長に就任。
首都圏産業活性化協会理事、世界貿易セ
ンター評議員等や中小企業政策審議会委
員等の政府関係委員等にも多数就任、
2014年8月より内閣府経済財政諮問会議
の政策コメンテーターを務める。

落合 寛司 氏
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
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
代表取締役社長
1970年横浜銀行入行。2001年横浜銀行
代表取締役（CFO最高財務責任者、CPO
最高人事責任者）、横浜キャピタル代表取
締役会長を経て、2003年足利銀行頭取に
就任。破綻した足銀の経営再建に取り組
む。2008年A.T. カーニー特別顧問就任。
2012年3月より東日本大震災事業者再生
支援機構 代表取締役社長に就任(現職)。
東北大学法学部卒業。

池田 憲人 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
企業金融第1部 技術事業化支援センター長
1987年日本開発銀行（現日本政策投資銀
行）入行。関西支店、地方開発部、都市開
発部、新産業創造部、東海支店などを通じ
地域振興、技術経営のサポートに携わる。
現在、技術事業化支援センター長として、
企業のオープン・イノベーションを後押しす
るため金融機関発のフューチャーセンター
（大手町イノベーション・ハブ）の推進を担
当。慶應義塾大学経済学部卒業。

島 裕 氏
コーディネーター

構造改革と成長資本
日    時 ： 2014年10月29日（水）
  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6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

 松永 明 氏　経済産業省　大臣官房審議官（経済産業政策局担当）

13：55～15：20 パネルディスカッション

 田口 弘 氏　株式会社エムアウト 代表取締役社長

 仲谷 善文 氏
 桐山 毅 氏　株式会社日本政策投資銀行 産業調査部長

 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

 西田 直樹 氏　金融庁　総務企画局審議官（監督局担当）

16：05～17：30 パネルディスカッション

 池田 憲人 氏　

 落合 寛司 氏　西武信用金庫 理事長

 森本 紀行 氏
 コーディネーター：島 裕 氏 株式会社日本政策投資銀行

企業金融第1部 技術事業化支援センター長 

HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構　
代表取締役社長

株式会社ジェイデバイス 代表取締役社長
株式会社ジェイデバイスセミコンダクタ 代表取締役会長

第1部

創造が革新を生み、革新が成長を生む
産業界の創造性が革新を生み、革新により成長が始まる。

その創造的革新力は、どこから、どのようにして、生まれてくるのか。

第2部

金融は、触媒として、革新を加速させる
産業界の創造的革新に対して、金融が、触媒として、

変革を加速させるように機能できるとしたら、そのときの金融の課題とは何か。


