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IMC からセミナー開催のご案内 

  当法人では、会員および一般の方々を対象に、専門的な知識・知見の 

共有化と普及を目指して、下記のセミナーを実施致します。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

8 月-10 月の開催セミナー案内 

1. 専門セミナー開催予定    P2 

経営、政治経済等をテーマに、一流のビジネスパーソンとして互いに意

見交換し研鑚した知見を共有化すると共に、専門的な研究に対して

互いに提示しながら意見交換を行う、実務的かつ専門的な研究会とし

てのセミナーを開催してまいります。 

2. グローバル人材スキル支援基礎講座開催予定 P4 

欧米企業の管理職は MBA ホルダーであることが条件となっています。 

欧米の MBA コースで教える基本スキルは、グローバル人材にとってベー

シックなスタンダード・スキルになっています。 

本セミナーでは、欧米 MBA コースの 1 年生が学ぶ基本スキルの要点を

コンパクトにして普及するために、各科目半日から 1 日間程度、土日の

時間を利用してシリーズで解説して行きます。 

講師は、MBA ホルダーやその分野の専門家が担当いたします。 

3. 会場・申込方法      P5 
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1.  8 月以降の開催 専門セミナー  

開催日時 テーマと内容 セミナー料金 

8 月 29 日(水) 

 13:30-17:00 

不正会計・粉飾の事例研究(第 1 回) 

 オリンパスや東芝など、昨今の大企業の不正会計や粉飾会計の 

事例を参考に、粉飾の手法や不正会計の実態研究を行うと共に、

経営の視点からの対策等について、シリーズで検討して参ります。 

(受講者募集 15 名  申込締め切り 8 月 17 日) 

会員     6,000 円

非会員  18,000 円

講師 椙山 智 (D.グラント・コンサルティング株式会社代表取締役パートナー MBA) 

・早稲田大学文学部卒業 ・早稲田大学システム科学研究所経営科学コース終了 

・英国国立ウェールズ大学大学院 MBA コース卒業 (専門 コーポレートファイナンス、リスクマネジメント) 

プライスウオーターハウスクーパース・フィナンシャルアドバイザリー・サービス株式会社（PwC-FAS）の M&A 部門

および戦略コンサルティング部門のディレクターとして 10 年間従事。その後独立して、D.グラント・コンサルティング

株式会社の代表取締役パートナーに就任。2018 年 3 月一般社団法人イノベーション経営コンソーシアム代

表理事に就任し現在に至る。   キーコーヒー株式会社社外取締役、 内部監査士 

会場 「貸会議室 AP 新橋虎ノ門」 3F H ルーム 

〒105-0003 東京都港区西新橋 1 丁目 6 番 15 号 NS 虎ノ門ビル受付 3F） 

9 月 29 日(土) 

13:30-17:00 

 

トマ・ピケティ『21 世紀の資本』の論点解説  

 世界中でベストセラーとなった、トマ・ピケティの『21 世紀の資本』に 

 ついて、ピケティ本人がロンドン大学経済学部(LSE)で行った研究 

結果報告(DVD 映像)を視聴しながら、当該 DVD の監修者である 

小野裕介が論点解説の講義を行います。 

 その後、セミナー参加者との意見交換を行いながら、難解なピケティ

の理論の知見を共有化する専門セミナーです。 

 (受講者募集 40 名  申込締め切り 9 月 7 日) 

会員    10,000 円

非会員  30,000 円

講師 小野 裕介 (株式会社 ia 代表取締役 MSc-LSE) 

三和総研(現三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング)にて、上場企業向けにアジア・アメリカ市場参入コンサルティ

ングに従事。その後、A.T.カーニーにて上場企業に対する、マーケティング、新規事業コンサルティングのプロジェク

トに参画。2008 年ライブドアマーケティング（当時東証マザーズ上場）の代表取締役社長に就任し、海外事業

を含む中核事業のリストラクチャリングを担い、2010 年度に経営コンサルティング会社 ia を設立し、代表取締

役就任。2018 年 3 月、一般社団法人イノベーション経営コンソーシアム 副理事長就任。 

英国国立アングリアラスキンス大学（Anglia Ruskin Univ.） ジャパン MBA プログラム 助教授 

会場 「貸会議室 AP 新橋虎ノ門」 3F I ルーム  

〒105-0003 東京都港区西新橋 1 丁目 6 番 15 号 NS 虎ノ門ビル受付 3F） 
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開催日時 テーマと内容 セミナー料金 

10 月 30 日(火) 

 13:30-17:00 

企業リスクマネジメント-1 リスクの計量化 

 企業のリスクマネジメントについて、主にファイナンス理論をベースに 

 シリーズで検討して参ります。 

今回は、第 1 回目として、企業リスクマネジメントの全体像を確認し 

リスクマネジメントのツールとして、ファイナンス理論の視点からの「リスク

の計量化」に関する基礎的確認を行います。 

(受講者募集 15 名 申込締め切り 10 月 20 日) 

会員     6,000 円

非会員  18,000 円

講師 椙山 智 (D.グラント・コンサルティング株式会社代表取締役パートナー MBA) 

・早稲田大学文学部卒業 ・早稲田大学システム科学研究所経営科学コース終了 

・英国国立ウェールズ大学大学院 MBA コース卒業 (専門 コーポレートファイナンス、リスクマネジメント) 

プライスウオーターハウスクーパース・フィナンシャルアドバイザリー・サービス株式会社（PwC-FAS）の M&A 部門

および戦略コンサルティング部門のディレクターとして 10 年間従事。その後独立して、D.グラント・コンサルティング

株式会社の代表取締役パートナーに就任。2018 年 3 月一般社団法人イノベーション経営コンソーシアム代

表理事に就任し現在に至る。   キーコーヒー株式会社社外取締役、 内部監査士 

会場 「貸会議室 AP 新橋虎ノ門」 3F G ルーム 

〒105-0003 東京都港区西新橋 1 丁目 6 番 15 号 NS 虎ノ門ビル受付 3F） 

未定 M&A 売却案件担当者の実務ポイント 

 企業の多角化見直しやグループ再編において事業の売却(M&A 

売却)も重要な戦略となってきています。 

本セミナーでは、企業の中で M&A 売却担当者となった場合の実務 

ポイントを確認して行きます。 

例えば、売却失敗例から導かれる検討事項やオークション等の売却 

方法や株式譲渡契約書の作成ポイント等、売却企業担当者が 

注意すべき実務上のポイントを検討します。 

 (受講者募集 15 名 申込締め切り 未定) 

会員     6,000 円

非会員  18,000 円

講師 椙山 智 (D.グラント・コンサルティング株式会社代表取締役パートナー MBA) 

・早稲田大学文学部卒業 ・早稲田大学システム科学研究所経営科学コース終了 

・英国国立ウェールズ大学大学院 MBA コース卒業 (専門 コーポレートファイナンス、リスクマネジメント) 

プライスウオーターハウスクーパース・フィナンシャルアドバイザリー・サービス株式会社（PwC-FAS）の M&A 部門

および戦略コンサルティング部門のディレクターとして 10 年間従事。その後独立して、D.グラント・コンサルティング

株式会社の代表取締役パートナーに就任。2018 年 3 月一般社団法人イノベーション経営コンソーシアム代

表理事に就任し現在に至る。   キーコーヒー株式会社社外取締役、 内部監査士 

会場 「貸会議室 AP 新橋虎ノ門」 未定 

〒105-0003 東京都港区西新橋 1 丁目 6 番 15 号 NS 虎ノ門ビル受付 3F） 

(*) 11 月以降の開催内容については、9 月にご案内いたします。 
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2. グローバル人材スキル支援 MBA 基礎講座開催予定      

開催日時 テーマと内容 講師 セミナー料金 

9 月 15 日(土) 

13:30-18:00 

ロジカルシンキング 

 ビジネススキルの代表であるロジカルシンキング 

 について、バーバラミントの「ピラミッドストラクチャー」

を中心に論理的思考のポイントを講義とワークショ

ップで行います。 

(受講者募集 10 名 申込締め切り 9 月 5 日) 

椙山 智 

 MBA-Wales 

会員     5,000 円

非会員  15,000 円

10 月 11 日(木) 

18:30-21:00  

 

ビジネス・エコノミクス(経営経済学) 

 経営に必要なビジネス経済学の基礎のポイント 

 を講義します。 

(受講者募集 10 名 申込締め切り 9 月 30 日) 

小野 裕介 

 MSc-LSE 

会員     5,000 円

非会員  15,000 円

10 月 20 日(土) 

13:30-17:00 

アカウンティング-1 財務会計・財務分析 

 会計が初めての方を対象に財務会計の重点ポイ

ントと財務分析について、MBA 的な視点から 

 考え方や分析の体系を解説します。 

(受講者募集 10 名 申込締め切り 10 月 10 日)

椙山 智 

 MBA-Wales 

会員     5,000 円

非会員  15,000 円

11 月未定 

 

ビジネス・ディベロップメント-1 

新規事業開発の考え方 

コア事業の周辺領域へ新たに参入を試みる企

業様を対象に、新市場の見定め方と具体的な

参入ステップを解説します。 

(受講者募集 10 名 申込締め切り 未定) 

小野 裕介 

 MSc-LSE 

会員     5,000 円

非会員  15,000 円

11 月未定 アカウンティング-2 管理会計の基礎 

 管理会計が初めての方を対象に管理会計で 

利用する基本的な考え方やツールについて、 

MBA 的な視点から解説します。 

(受講者募集 10 名 申込締め切り 未定) 

椙山 智 

 MBA-Wales 

会員     5,000 円

非会員  15,000 円

会場 上記各回全ての会場 

「貸会議室 AP 新橋虎ノ門」 11F E ルーム 

〒105-0003 東京都港区西新橋 1 丁目 6 番 15 号 NS 虎ノ門ビル受付 3F） 

(*) 11 月以降の開催内容については、9 月にご案内いたします。 
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3.会場場所・申込方法  

  全てのセミナー会場は、下記の通りです。  (変更がある場合は、ご連絡致します。) 

 

    ①場所  「貸会議室 AP 新橋虎ノ門」 

〒105-0003 東京都港区西新橋 1 丁目 6 番 15 号 NS 虎ノ門ビル受付 3F） 

 

 
※ JR ⇒ 新橋駅日比谷口 

※ 銀座線 ⇒ 虎ノ門駅 9 番出口 

※ 三田線 ⇒ 内幸町 A4a 出口 

※ 丸の内/千代田/日比谷線 ⇒ 霞ヶ関駅 C3 出口 

 

    ②専門セミナー&グローバル人材支援 MBA スキル基礎講座 申込方法 

参加ご希望のセミナーについては、別紙申込用紙に記入し、下記メール・アドレスにお申し

込み下さい。 

 

セミナー申込送付先メール・アドレス 

 下記のどちらのアドレスでも OK です。 

  1. info@imca.or.jp 

   2. s.sugiyama@imca.or.jp 

   3. s.sugiyama@dgrant.biz  

以上 


