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〜大手コンサルティング企業
　６社の証言〜

実践コンサルティング
の現場から

早稲田大学大学院会計研究科
Graduate School of Accountancy
本パンフレット記載内容は、
2015年度時点です。最新の提
携講座については、早稲田大
学会計研究科のウェブサイト
にてご確認ください。
で
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Profi le

すずき・たかのり

1982年東京工業大学工学部卒業、84
年同大学院理工学研究科修士課程修
了、98年早稲田大学大学院社会科学
研究科修士課程修了、2004年同博士
後期課程満期退学、06年博士（学術）

（早稲田大学）。84年アクセンチュア
株式会社を経て、05年早稲田大学大
学院会計研究科助教授、11年より現
職。公認会計士、公認システム監査
人、ITコーディネータ。近著に『会計
情報のモデル分析』（共編著・国元書房・
2013年）などがある。

　「会計」プロフェッショナルの存在が、企業の競争力を高めるうえ

でいかに重要な鍵を握っているか。そのことを皆さんは、これから

の学修や研究、あるいはビジネスの現場で身をもって知ることにな

るでしょう。経営戦略や生産計画、販売管理、人事システムなど、

物量的な側面だけでは決して比較分析できない企業活動のあらゆる

要素を捉えて共通の測定単位に換算し、そのすべてを体系的に管理

することでビジネスを有意にコントロールするための強力なツール

――それが、会計です。集計性、比較性、汎用性に優れた会計の世

界では、業種の違いや規模の大小も、国や地域の別さえも障壁には

なりません。まさにグローバルに通用する世界標準スキル。だから

こそ、会計に携わる仕事人には英語力も必須となるのです。

　そうした会計の知識と技能を最大の武器として、グローバルビジ

ネスの最前線で戦っているのが、コンサルティングファームと呼ば

れる専門家集団です。もちろん、すべてのコンサルタントが会計の

プロとは限りませんが、その強みが実践の場で大きなアドバンテー

ジとなることに異論を挟む余地はないでしょう。私自身、大学院で

工学を修めた後、さまざまな組織のシステム開発を生業としていた

コンサルタントの時代に、より広範囲にわたる業務システムをカバ

ーするには会計の知識が不可欠であることに気づきました。そして、

公認会計士の資格を得て法定監査の実務経験を積むなかで、その力

の大きさを実感したのです。

　本誌では、この会計という強みが実践の場でどう生かされるのか

を知るために、早稲田大学大学院会計研究科に提携講座を提供して

くださっている６社のコンサルティング企業にご協力いただきまし

た。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。当研究科ではまた、

こうした企業各社との提携講座の寄付金を財源として、海外留学奨

学金制度も整えています。これから会計の力を身にまとう皆さんが、

提携講座で最前線の実務を学び、海外留学にもトライして、未来へ

のグローバルな道を切り拓いていかれることを願っています。

会計の知識とスキルは
ビジネスのあらゆる場面に必要です。

鈴木孝則 早稲田大学大学院会計研究科 教授

過酷なグローバルビジネスに打ち克つための戦略立案から

個々の業務プロセスに対する見直しと再構築、

それらを支える情報システムの設計・導入・運用支援、

さらにはフィナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供まで、

企業活動のあらゆるフィールドへと拡がっていく

「会計」プロフェッショナルが活躍する舞台――。

その最前線では、ビジネスシーンのいかなる場面で

会計のどのようなスキルがどう活かされるのか。

早稲田大学大学院会計研究科に提携講座を開設する

大手コンサルティング企業６社の「現場」を訪ねてみた。

コンサルティングのプロに学ぶ
「会計」実践スキル
～企業活動のすべてに通じる万能ツール～

＊五十音順に掲載

経営戦略

ＩＴソリューション

会計
専門知識＋
実践スキル

アカウンティング・
マインド

顧客管理
（CRM） リスクマネジメント

財務・会計 ビジネスプロセス
管理

人事・組織管理
（HCM）

企業・事業再生

「会計」プロフェッショナルが活躍する場面は
ほかにもさまざまな領域に拡がっています。
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※部署・肩書きは取材時のものです。

上司の還暦を祝ってお世話になった面々が集合。「人間関係の深さもアクセンチュア
の魅力のひとつですね」と小林さん。

　クライアントである企業の戦略から、経営管理、サプラ

イチェーン、マーケティングなどの幅広い業務領域におけ

る業務改革、システム導入、アウトソーシングまでを総合

的にサポートするアクセンチュアのコンサルティング。近

年、こうした「ビジネスの上流から下流まで」をサポート

するコンサルティング会社が増えているなかでも、「あら

ゆる業種、あらゆる領域の業務に対応してテクノロジーと

融合したサービスを提供できるのが弊社の強み」と語る、

マネジング・ディレクターの小林珠恵さん。

　さらに、こうした総合コンサルティングでは、ビジネス

の流れを一貫して観ることで、より実践的なサポートが可

能となる。例えば、大きな企業では現場の声は上には伝わ

りにくく、経営陣は課題に気づかないこともある。そうし

た現場の声をすくい上げ、直接経営陣に伝えることで、企

業が抱えている課題の早期発見や解決につながり、クライ

アントから感謝されることもあるという。企業の頭脳とな

る「上流」だけをサポートしていてはできないことだ。

　コンサルティングでは、プロジェクトごとに異なる仕事

との出合いがある。あるプロジェクトで新規商品の開発に

携わったときには、家電量販店で自分が企画の段階からか

かわった新商品が並んでいるのを目にするなど、一事業会

社に所属していては出合うことのない非常に幅広い仕事や

その楽しみを「体験」することができるのも、コンサルテ

ィングの醍醐味だ。クライアントと一緒に“変革や成長”

という同じ目標に向かうことで、ビジネスパートナーとし

ての連帯感も生まれ、成功したときの達成感もより大きく

なる。そのため小林さん自身、「学生時代、自分がひとつ

の仕事を続けられるとは思っていなかったけれど、この仕

事はプロジェクトが変わるたびに新しい仕事に就く感じ

で、刺激的で飽きることがない」と話す。

　そして、そうした魅力もあってか、社には「一度やめた

人が戻ってくることも多い」という。なかには、三度戻っ

てきた強者もいるほど、「出入り自由なオープンな社風」も

アクセンチュアの大きな特色となっている。

アクセンチュア株式会社マネジング・ディレクタ
ー。公認会計士。横浜国立大学経営学部会計・情
報学科卒業。財務・経営管理領域を中心に、SCM、
生産管理等の幅広いコンサルティング実務に従事
し、早稲田大学との提携講座「ビジネスコンサル
ティング実務」では、第１期より講師を務める。

小林珠恵
こばやし・たまえ

会計という世界共通のスキルを
キャリアに生かす

テクノロジーと融合したサービスで
上流から下流までを丸ごとサポート

会計スキルを武器に挑む
コンサルティングの大きな魅力

Tamae Kobayashi
Managing Director

経営コンサルティング、テクノロジーサービス、アウトソーシン
グサービス等を提供するグローバル企業。1953年アメリカで業
務開始、1995年日本において株式会社設立。2001年アクセンチ
ュアに社名変更。全世界に約31万9000人の社員を擁し、120カ
国以上の顧客にサービスを提供する。 （2015年3月末現在）

コンサルティングの醍醐味
プロジェクトごとに新たな仕事を「体験」

実践コンサルティングの現場から

アクセンチュア株式会社
テクノロジーと融合した戦略やアウトソーシングを提供す

ることで、ハイパフォーマンスの実現に向けたビジネスモデ

ルを構築するアクセンチュア。早稲田大学との提携講座で

は、昨今の業界構造や企業変革などの研究から、最新事

例を踏まえた企業の成功ポイントを解説している。

1

小林珠恵
マネジング・ディレクター

高橋博文
コンサルタント
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実践コンサルティングの現場から
1

Message from Senior

Profi le

Endowed Course at WASEDA
早稲田大学大学院会計研究科との提携講座

留学生の仲間たちが開いてくれたサプライズの誕生パーティー。人とのつながりも会計
研究科時代の貴重な財産。

アクセンチュア株式会社 通信・メディア・ハイテク
本部コンサルタント。滋賀大学経済学部会計情報
学科卒業、早稲田大学大学院会計研究科修了。現
在は、主に通信業のクライアントを中心に、新規
事業の立ち上げや各種戦略策定支援を行っている。

高橋博文
たかはし・ひろふみ

　大学２年生の頃、将来何を生業とす

るかを漠然と考えはじめたとき、根底

に「人の役に立ちたい」という思いが

ありました。その際、「何を通して人

の役に立つか」「自分のしたことが誰

にどれくらい大きな影響を与えられる

か」の２点を軸にいろいろな職業を検

討しました。仕事の「質」はもちろん、

「量」でも影響を与えたいと思ってい

たので、学んでいた会計を通じて、例

えば「コストを下げるにはどうすれば

よいか」とか、「売上を上げるために

何をどの順序で取り組むべきか」とい

った高い「質」と「量」が求められる

戦略的な業務に携わってみたい、と考

えるようになり、最終的に経営コンサ

ルタントという職業を志向しました。

　会計の知識はコンサルティングには

欠かせないものですし、実務では「数

字感」みたいなところで役立つことが

多いですね。資料を作成してみて、「こ

の数字、なんかヘンだな」とピンとく

ることがあります。これはたぶん、会

計の勉強を何年かやらないとわからな

いものだと思います。プラス、暗算。

お客様が「いくらになるのかわからな

いな」とおっしゃる間に頭の中で計算

して、「これくらいになります」って

言うと話が早い。これも、会計を学ん

で経験的に得たものですね。

　早稲田大学の会計研究科のいいとこ

ろは、詰め込みではなく、どのような

考え方に基づいて今の理論が成り立っ

ているのか、バックグラウンドから体

系立てて説明してくれたところです。

加えて、「今の実務上問題になってい

るところはここ」「最新の論点はここ

で、こんな研究がなされている」など

といったことを、第一線でその研究を

なさっている先生が教えてくださった

り。そういう点は講義を受けていて非

常に勉強になりましたね。

　もうひとつは、企業との提携講座で、

システムを動かして企業内での数字の

動きを学ぶことができたこと。企業の

中で実際に数字がどう扱われているか

という実情は、学生には見えにくい部

分です。何万、何十万もの人が動く大

きな組織の中で、数字がどう管理され、

どういう仕組みで動いているのかを知

ることができたのは、書籍からだけで

は得られない大きな収穫でした。

　学生時代は、皆さんおっしゃるよう

に、英語はやっていて損はないと思い

ます。あとは、コミュニケーションス

キル。僕も苦手なほうでしたが、研究

科時代、留学生と話す機会が多かった

り、謝恩会の実行委員になったりとい

う経験を通して、人とのコミュニケー

ションを大切にしてきました。例えば、

留学生がわからないことを片言でもい

いから英語で説明してあげると、相手

に喜ばれるだけでなく、英語のトレー

ニングにもなるし、人に説明する力も

つく。人に説明する力は実際に話さな

いとなかなか身につかないものだし、

企業に入ってからでは遅いと思うので

す。コンサルティングに限らず、コミ

ュニケーション能力はどんな仕事にも

不可欠。いろいろな人と話して視野を

広げながら高めてほしいと思います。

仕事の質と量を兼ね備えた
コンサルタントという職業

Hirofumi Takahashi
Business Strategy Consultant

「人の役に立ちたい」想いが
導いたコンサルタントへの道

生きた理論や数字を学んだ
会計研究科時代

学生時代こそ鍛えたい
コミュニケーション能力

現役第一線のコンサルタントが、経営環境の劇的変化（グ
ローバル競争、破壊的イノベーション、デジタル化、消費
者行動の変化等）とその繋がりや業界構造の変化を理解し、
その中でもハイパフォーマンスを創出し続ける常勝企業の
特徴、および常勝企業になるための条件について、コンサ
ルティング業務を通じて培った経験を踏まえて論じる。戦
略、デジタル、テクノロジー、オペレーション、これらを
織り交ぜた企業・事業変革の視点から、アクセンチュアが
蓄積した方法論と最新事例に触れつつ、常勝企業の成功の
ポイントを解説する。

アクセンチュア株式会社 提供
［2015年度開講予定］春学期・月曜・夜間

ビジネスコンサルティング実務

多忙をきわめる仕事の合間を縫って、アクセンチュア室内楽部でも活躍。会社のイ
ベントで演奏を披露することもあるという。ワークライフバランスは万全だ。

　コンサルティングにおいて、「会計スキルは必須のもの」

と言う小林さん。企業のグローバル化が加速するなかで進

められているIFRS（国際財務報告基準）をはじめ、「数字は

世界共通」だからだ。

　以前、中国で実施した、大手電機メーカーの生産拠点を

中国に移し、グローバル経営の基盤を構築するプロジェク

トでは、生産拠点のシフトによるコスト削減や生産量の拡

大、中国から全世界に向けた出荷を支えるSCM（サプライ

チェーン・マネジメント）オペレーションシステムの構築な

どを行うなか、中国の増値税や関税などの輸出入関連税制

が複雑なため、制度上どのようなオペレーションが許され

るのか明らかになっていなかった。そのとき、クライアン

トや他のプロジェクトメンバーに対し、小林さんは会計の

プロとして製品・部品の輸出入に必要な関税・増値税・保

税区などの諸制度を調査し、チームでの知識の共有を図っ

た。加えて、中国生産・中国販売の製品について、研究開

発費などの本社費用をどのように回収するのか、中国の税

制や送金制約という事情を踏まえたうえで、「いかにして

合法的に利益を日本に還元できるか」を検討し、現地の弁

護士や会計士とともに問題の解決にあたった。国や制度は

違っても、数字のスペシャリストとしての知識と経験を生

かすことで、プロジェクトを成功に導いたのだ。

　３年にわたったこのプロジェクトでは、クライアントお

よび日中のアクセンチュア・スタッフが一丸となり、「プロ

ジェクトが成功したときには、みんなでパーティーを開い

て大騒ぎ」をするほど、思い出深いものになったという。

　もちろん、コンサルタントのバックボーンはさまざまで、

皆が会計知識を持っているわけではない。入社後に本格的

に会計を学ぶ人もいるが、学生時代に会計スキルを身につ

けておくことは、コンサルティングにおいては大きなアド

バンテージとなる。特に、全員が横一列に並んだ状態の新

卒社員の場合、公認会計士などの資格があるだけでフラグ

が立ち、チャンスをつかみやすい。大企業の重役とも、名

刺の「公認会計士」の文字をきっかけに話が広がり、一気

に距離が縮まるなど、「そのために資格を取る必要はない

けれど、資格を持っていることは大きな武器」となるのだ。

　そしてもうひとつ、コンサルティングに欠かせないコミ

ュニケーション能力についても、コンサルティングでは「ク

ライアントの要望を聞くだけでなく、相手が口に出しては

言わないことも引き出して、期待以上の成果を上げなけれ

ばならない」からこそ、「いろいろな人と出会い、さまざま

な経験をしてコミュニケーション能力を高めることが大

切」なのだと、学生たちにエールを送る。

数字のスペシャリストとして
プロジェクトを支え、成功に導く

学生時代に身につけた会計スキルは
大きなアドバンテージとなる
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Profi le

※部署・肩書きは取材時のものです。

学生時代に英文会計の勉強のために使っていたテキスト。アメリカ出張の際には辞書
がわりに使い、会計用語を通じたクライアントとの意思疎通に大きく貢献した。

アビームコンサルティング株式会社シニアマネー
ジャー。明治大学商学部卒業後、アビームコンサ
ルティングに入社。これまで大手製造業、商社、
金融業など幅広い業界に対し、会計分野を中心に
業務およびシステムコンサルティングに携わる。

稲生英之
いなお・ひでゆき

会計を学ぶこと、それは
企業活動のすべてに通じること

　アビームコンサルティングでシニアマネージャーを務め

る稲生英之さんは、コンサルティング業界において会計の

知識・技能を持つことのメリットは大きく３つあると語る。

　まずは「クライアントの経理や財務担当者、場合によっ

てはCFO（最高財務責任者）と会計の専門用語で話ができ

ること」だ。会計の専門用語を身につけるということは、

コンサルティング業界においては「日本語、英語に次いで

第３の共通言語を習得することに等しい」と稲生さんは続

ける。会計という共通言語を持つ者のみが、その会話に加

わることができるのだ。

　そして２つ目のメリットは、「企業活動全体に精通でき

るようになること」だという。会計とは、企業活動全体を

捉えてそれを数値化してみせることであり、あらゆる企業

活動はデータとして、最後には会計が把握することになる。

ゆえに、会計を知る人間はプロジェクト全体や企業活動全

体を俯瞰して、コンサルティングサービスができる立場に

あるといえるのだ。

　最後に「会計出身のプロジェクトマネージャーは数値に

強いということ」も、当然のことながらメリットであると

いえる。クライアントの有価証券報告書やIR（インベスタ

ー・リレーションズ）系資料などを見ただけで、会計の知

識をベースに持つプロジェクトマネージャーならば状況を

数値で把握して、分析・判断することができるという。そ

れらに目を通したうえでクライアントとのリレーションシ

ップをスタートできることは、コンサルタントとしてかな

り有利であるといえよう。

　稲生さんが会計を第３の共通言語と位置づけるのは、10

年ほど前のアメリカ出張で得た経験が大きい。

　「当時、シニアコンサルタントとしてある大企業のプロ

ジェクトを担当していて、その企業のアメリカの子会社に

行くことになったのです。英語はあまり得意ではなかった

第３の共通言語としての会計により
大きく広がるコミュニケーション

コンサルティング業界において
会計の知識・技能を持つメリット

会計は第３の共通言語
習得することで拓かれる未来がある

Hideyuki Inao
Senior Manager

マネジメントコンサルティング、ビジネスプロセスコンサル
ティング、ITコンサルティング、アウトソーシング等を提供す
る日本発・アジア発のグローバルコンサルティングファーム。
1981年設立、資本金62億円、従業員数は約4260名、世界12
の国と地域に21の拠点を持つ。 （2015年3月末現在）

アビームコンサルティング株式会社
世界シェアNo.1を誇るSAP 社のERP（統合基幹業務システム）。そ

の国内最多のSAP認定コンサルタントを擁する「アジア発のグロー

バルコンサルティングファーム」――アビームコンサルティングにお

いて、会計系コンサルタントとして活躍するお二人にお話を聞いた。

2

稲生英之
シニアマネージャー

藤嶋一誠
マネージャー

実践コンサルティングの現場から
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Message from Senior

Profi le

Endowed Course at WASEDA
早稲田大学大学院会計研究科との提携講座

稲生さんが出張を重ねたロサンゼルス。「会計」はもはや英語と並ぶグローバルビジ
ネスの標準スキルだ。

奥様へのプロポーズのときに身につけていたネクタイ。以来、プロジェクトのキックオ
フ・ミーティングには必ず着用するという「勝負アイテム」に。

アビームコンサルティング株式会社マネージャ
ー。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業後、
アビームコンサルティングに入社。現在は契約
管理をメインとしたコンサルティングに従事。

藤嶋一誠
ふじしま・いっせい

Issei Fujishima
Manager

記された情報をただ管理するのではな

く、契約を結ぶまでの交渉や稟議起案

といった営業業務と、契約締結後に生

じる支払い・請求などの経理業務、こ

の両方を効率的に進めるための仕組み

づくりを行っています。

　また、これは契約書に限られたこと

ではありませんが、企業の活動は結果

的にすべて会計に数値として表れま

す。逆に言うと、企業活動に何かあっ

たときは必ず会計に影響を及ぼします。

例えば、マイナンバー（社会保障・税番

号制度）などの法改正のニュースは一

見、人事の話のようですが、この制度

が企業活動にどう影響してくるか、会

計の知識から見えてくるものをお客様

に提案することもできるわけです。今

後目指すキャリアとして、会計を糸口

にプロジェクトの提案をすることに注

力していきたいと思っています。

　私も、早稲田大学との提携講座

「ERP 財務会計実務」で講師を務めて

います。教科書に書いてあることは読

めばわかりますので、講座ではできる

　大学の経済学科を出て、新卒でアビ

ームコンサルティングに入社しました。

　会計という分野を選んだ動機は、正

直なところ「損をしない」「外さない」

キャリアだなと思ったからです。「外

さない」というのは、会計が何にでも

ついてくるもの、という意味です。ど

の業界に行っても、どのような業務を

していても必ずついて回るのが会計だ

と思います。また、会計監査ではなく

コンサルティング業界を選んだのは、

期間を区切って目標を達成していく

「プロジェクト型」の仕事をしたかっ

たからです。

　入社してまずは固定資産にかかわる

仕事をして、その後は固定資産をひと

つの物件とみなしたときの物件の管

理、そこから契約の管理と派生してき

たのが私のキャリアになります。現在、

メインで担当している仕事は商業施設

向けの契約管理です。なぜそこに会計

が関係するかというと、契約書にまつ

わる活動はすべて、最終的に会計に流

れてくるからです。ただし、契約書に

だけ事例を伝えたいと思っています。

「教科書には書いていないけれど、実

はこういうことが実際のプロジェクト

ではあって、こんなふうに調整して解

決したんだよ」という話ができること

に意義があると思っています。プロジ

ェクトの現場で発生した問題点やその

解決法など、私自身の体験や経験知か

らできる範囲でお伝えするのでご期待

ください。

　大学、大学院で会計の知識をきっち

り身につけておくのは、とても価値の

あることだと思っています。それを何

に生かせるのかといったとき、柔軟性

があるというのも会計のひとつの強み

です。会計のプロフェッショナルにな

りたいと明確な意思を持っていない方

も、会計を勉強して絶対に損はしませ

んから、興味を持って学ばれるといい

と思います。プロフェッショナルにな

りたい方は、企業活動の意思決定の場

に立ち会うこともある、やりがいのあ

る仕事ですので、ぜひがんばって目指

してほしいと思います。

会計のプロとして
企業活動の意思決定に関与

物件管理、契約、法改正…
企業活動はすべて会計に表れる

業界、業務を問わず
必ず必要とされる「会計」

ERPの世界標準であると言っても過言ではない、SAP ERP 
財務会計（FI）コンポーネントを題材に、財務会計の実務と
会計システムの仕組みや機能について学習する。あわせて、
会計実務のホットトピックスをテーマとしたコンサルティ
ングプロジェクトの実例なども紹介することで、プロジェ
クトの中でどのように会計知識が使用されるのかを学ぶ。
SAP ERP 財務会計コンポーネントの基本的な機能に関す
る知識と操作方法の習得、およびERPを用いた会計実務や
監査上のポイントについての理解を到達目標とする。

アビームコンサルティング株式会社 提供
［2015年度開講予定］春学期・水曜・夜間

ERP 財務会計実務

のですが、アメリカに行って現地の経理担当者と話をしな

ければならず、そこで役に立ったのが会計の専門用語だっ

たのです。学生のとき、英文会計の講座を受講していてよ

かったと思いましたね。筆談でも何でもいいのですけれど

も、会計のキーワードだけで話の糸口になりましたし、そ

こからいろいろと話を広げることができました」

　この経験は、会計という共通の言語を持っていれば、た

とえ英語でのコミュニケーションに不安があったとして

も、前向きにチャレンジしていけるという大きな自信につ

ながったと振り返る。

　アビームコンサルティングは現在、早稲田大学大学院会

計研究科に「ERP財務会計実務」講座を提供している。こ

の提携講座では、ERP（統合基幹業務システム）の世界標準

といえるドイツSAP社のERP財務会計コンポーネントを

取り上げ、その基本的な知識と操作方法の習得、および財

務会計の実務や会計システムの仕組みを、コンサルティン

グプロジェクトの実例を交えながら学習していく。講師の

一人でもある稲生さんは、SAP社のERPを企業が導入す

る利点について次のように語る。

　「SAPのERPの利点は多言語対応していることと、全業

務対応であることの２点が大きいと思います。今までは受

注管理、発注管理などと、それぞれの業務に応じて個々の

システムを入れていたのが、これひとつで完結するという

のは、特に経営層には魅力的なのではないでしょうか」

　とはいえ、ERPはエクセルやパワーポイントと同じく所

詮ツールに過ぎないと稲生さんは続ける。大事なのは「そ

れをどう使いこなすか」であり、そのためにベースとなる

のが、会計や実務の知識であるという。

　また、同講座では、仕事の最前線で会計やシステムがど

のように使われているか、という講師陣の経験知を学生に

伝えることにも重点を置いている。テキストには載ってい

ないナマの現場の話になると、学生たちは皆一様に、顔を

あげて興味深そうに耳を傾けるという。現役のコンサルタ

ントによる授業だからこそ、机上だけではない、現場から

の声を届けることができるのだ。

　「会計を勉強することは専門家になるためだけではなく、

企業活動を学ぶためのものでもあります。会計の勉強をし

ていた学生のとき、私自身はそこまでわからなかった。社

会人になって初めてそれを理解し、改めて会計の勉強をし

ていてよかったと思いました。会計の知識は絶対に損にな

らない、将来役に立つものですので、学生の皆さんは覚え

ることが多くて大変だと思いますが、今の勉強を大事にし

てぜひ続けてほしいと思っています」

世界標準の財務会計ツールを
使いこなすために必要なもの
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Company Profi le

Profi le

※部署・肩書きは取材時のものです。

試験勉強中からアメリカ時代、そして現在まで、キャリアのすべてをともにしている
電卓。購入した当時は12ケタの計算ができ、薄くて小さな商品は少なかった。

株式会社 KPMG FAS 代表取締役パートナー。
公認会計士。早稲田大学商学部卒業後、KPMG
前身のピート・マーウィック・ミッチェル会計士事
務所に入社。米国勤務などを経て、2001年から
現職。経営不振企業の事業再生やM&Aなどのア
ドバイザリーサービスを統括している。

知野雅彦
ちの・まさひこ

競争力の源泉は
自らに付加価値をつけること

　知野雅彦さんが共同代表を務めるKPMG FASは、

KPMGジャパングループの中で、M&Aと経営不振に陥っ

た会社の再生に特化した会社だ。公認会計士だけでなく、

投資会社や銀行、証券会社の出身者、経営コンサルタント、

不動産鑑定士などさまざまなバックグラウンドを持った約

300人の専門家で構成されている。

　例えば経営不振に陥った会社を支援する場合、ビジネス

や財務の調査では公認会計士や経営コンサルタントが、金

融機関との交渉では銀行出身者が、それぞれ手腕を発揮す

る。さらに、支援する会社が属する業界の出身者が知識を

生かすこともある。複数の専門家がチームで動き、課題解

決へと導いていく。「それぞれの分野における深い知識と

経験が必要なので、多様なバックグラウンドを持つ専門家

を束ねて、より良いサービスを目指しています」。

　一方で、知野さん自身については、「会計士としてのア

イデンティティが揺らいだことは一度もない」と振り返る。

　知野さんが公認会計士試験に合格したのは、大学卒業後

のこと。当時は圧倒的売り手市場だったこともあり、多く

の事務所からオファーがあったが、希望する海外勤務の機

会が与えられたピート・マーウィック・ミッチェル会計士事

務所（KPMGの前身）を選び、最初に監査の経験を積んだ。

　転機になったのは、米国ロサンゼルスへの異動だった。

　「バブル時代に多くの日本企業が、西海岸の会社に投資

していましたが、それが軒並み不調になっていた頃でした。

ここで事業再生の仕事に触れ、それがあまりに面白かった

ので、帰国後、今の会社を設立するに至ったわけです。会

計知識があれば、どんな業界の方のお手伝いもできると実

感したのもロス時代でした」

　知野さんの仕事のコアになっているのは、ほかでもない

会計の知識だ。

　「事業再生では必ず交渉事がありますが、私は数字の強

会計知識をベースに
専門性を積み上げる

事業再生とM&Aに特化した
プロフェッショナル集団

自分のコアバリューを意識しながら
専門家としての差別化を図る

KPMGは、監査、税務、アドバイザリーサービスを提供する
プロフェッショナルファームのグローバルネットワーク。世
界155カ国のメンバーファームに約16万2000名の人員を擁
し、サービスを提供している。 （2015年3月末現在）

Masahiko Chino
Partner C.P.A

バブル崩壊に始まった長期デフレ、リーマンショック、そしてグ

ローバル競争の激化……。変化に対応できず、業績不振に見舞

われる企業の再生に会計的な知見を生かすKPMG FAS。その

最前線に立つプロフェッショナルが仕事にかける想いとは――。

株式会社 KPMG FAS
3

中村崇宏
シニアアソシエイト

知野雅彦
代表取締役パートナー

実践コンサルティングの現場から
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Message from Senior

Profi le

Endowed Course at WASEDA
早稲田大学大学院会計研究科との提携講座

　大学時代、公認会計士志望の友人に

影響を受けて、試しに簿記の試験に挑

戦してみたんです。すると、これが肌

に合った！　そろばんをやっていたこ

ともあって、数字が得意でしたので。

それから本格的に公認会計士の勉強を

始め、４年生で合格して、新卒で監査

法人に入所しました。その後KPMG 

FASに転職し、コンサルタント経験

は２年半ほどになります。今は主に、

企業や事業の再生支援をしています。

例えば、借金返済に困っている会社の

経営者とともに事業計画を描き、売上

と原価、利益を計算し、返済計画を立

てて、金融機関に書類を提出します。

　監査が、顧客である会社と向き合う

仕事だったのに対して、コンサルティ

ングは、会社の横に立って寄り添い、

一緒に計画をつくっていく仕事です。

お客さんとともに喜べる面が多いとい

う点で、やり甲斐を感じています。

　そんな仕事において、会計知識は大

切な「ツール」です。座学で勉強して

いる間はピンとこないかもしれません

が、いざ仕事を始めてみると、すぐに

そう実感しました。

　財務分析で、損益計算書の構造を見

るにも、各段階損益が持つ意味をしっ

かり把握しているからこそ、顧客が何

を要因に苦しんでいるのか、問題点の

判断ができます。さらに、今後の収益

や、資金負担面の先読みができるので、

金融機関との交渉に際しても、複数の

シナリオを描いたうえで、落としどこ

ろを提案することができるのです。

　会計や経理がない会社はありません

ので、汎用性が高い学問でもあります。

これから会計を学ぼうという方には、

「必ずすべてが生かせるから、理論や

背景も含めて、きちんと勉強してくだ

さい」と伝えたいですね。

　KPMG FASには、会計だけでなく、

さまざまな分野の専門家がいて、顧客

ごとに２～ 10人のプロジェクトチー

ムをつくって仕事をします。これは会

社としての強みである一方、私たちコ

ンサルタントにとっての、いい刺激に

もなっています。例えば、銀行出身の

コンサルタントは、相反する顧客と銀

行からの要望を、元行員ならではの視

点でうまくすり合わせていきます。こ

ういった現場を見ると、交渉力を高め

る必要性を感じます。

　また、プロジェクトはいくつか同時

進行なので、携わっている複数の業界

の状況把握が必要になります。製造業

の顧客は特に、原油価格や為替相場の

影響を受けることが多いので、経済状

況を常に追い、予測に基づいて事前に

打つ手を考えることも大切です。つく

づく、コンサルタントは学びが尽きな

い職業だと感じますが、一歩一歩進ん

でいきたいと思います。

　今の目標は、会社の潤滑油のような

コンサルタントになること。企業には、

各事業の損益状況など、経営に資する

情報がうまく整備されていないところ

が多いようです。社内の各事業の資料

やデータを紐付け、将来の経営判断に

うまくつなげていく、そんなアドバイ

ザーになりたいですね。

Takahiro Nakamura
Senior Associate

「潤滑油」の役割を果たす
アドバイザーを目指して

会社に寄り添って
喜びを分かち合える仕事

会計は、汎用性が高く
すべてが生かせるツールです

監査法人を退職したときの写真。当時の同僚とは今でも集まって情報交換をしている。

株式会社 KPMG FAS シニアアソシエイト。早稲
田大学法学部在学中に公認会計士試験に合格。卒
業後、大手監査法人に入社し、約５年間、監査業
務に従事した後に現職。経営不振企業のリストラ
クチャリングや事業・再建計画策定のアドバイスを
中心としたコンサルティングを行っている。

中村崇宏
なかむら・たかひろ

株式会社 KPMG FAS 提供
［2015年度開講予定］秋学期・木曜・1時限

事業再生の意義、メカニズム、プロセス、手続き等について、
豊富な実例を用いながら、その理論と実務、再生成功のた
めのポイントを解説する。その範囲は、危機管理と資金繰
り安定化策、事業や財務の現況把握（デューデリジェンス）、
事業リストラクチャリング（事業ポートフォリオ最適化、収
益性向上、コスト削減、運転資金効率化、組織・人事制度
改革等）、財務リストラクチャリング（法的整理、私的整理、
債務の株式化、債務の劣後化、M&Aや会社分割等の組織
再編制度の活用による財務健全化施策等）、事業再生を巡
る利害関係者との交渉に及ぶ。

事業再生実務

重要案件をまとめ上げた後、ロンドン事務所の同僚とともに。

　「機械やロボットが何でもやってくれるようになると、

既存のサービスの価値は薄れ、付加価値のない人材は置き

換えられてしまいます。企業の競争優位も、ビジネスモデ

ルの競争優位も、他との差別化からしか生まれてきません。

だからこそ、何らかの専門性を持って人に貢献していくと

いうのが非常に重要なのです」

　会計士の仕事をとってみても、ここ数年で徐々に分化、

専門化が進んでいて、この動きは今後も続くことが予想さ

れると言う。

　「プロフェッショナルとして価値を出すうえで、広く浅

くというのはあまり意味がありません。やっぱりバッター

はバッティングを、ピッチャーはピッチングを極めていく

べきなのです。自分に付加価値をつけられるように、勉強

も経験も、貪欲に積み上げていきましょう」

さを武器に話を進めます。現状のバランスシート、損益計

算書とキャッシュフローを頭の中に入れておいて、債務の

返済手法により会社の財務がどういう状態になるのかを伝

えます。こうしたスタイルは公認会計士ならではでしょう。

企業評価をするにも、会計知識がないと不可能。会計知識

が、僕のすべてと言っても過言ではありません」

　もっとも、知識のすべてが座学で得られたわけではない。

　「学生時代、試験勉強時代、日本とアメリカでの監査業務

時代に身につけた土台があって、その上に事業再生やM&A

という専門性を積み上げているわけです。しかし、勉強は

これで終わりということがない。プロフェッショナルであ

る以上、本から得られる情報の10倍、100倍の知識量を持

っておく必要があると思っています。この仕事は、常に理

論と実務を両輪で回していかなければならないのです」

　早稲田大学との提携講座にも、知識と実務の接点を学ん

でほしいという、知野さんの思いが込められている。

　「学生さんからよく、会計の勉強は数字が多くて辛い、

という声を聞きますが、プロ野球選手がランニングで足腰

を鍛えるのと同じなんです。数字がどのように組み立てら

れているのか、その意味を理解しておかないと、実務で使

うことができません。将来、ツールとして使い回すための

足腰の訓練だと思って努力してほしいですね」

　かく言う知野さんも、学生時代には特定のキャリアを貫

く確固たる夢があったわけではなく、「たどり着いて振り

返ってみたら、自分が歩いた道はこういう道だったんだと

気づいた、という感じですよ」と笑う。

　「目標がなくても、無理につくる必要はありません。も

がいているうちに進むべき途が見えるものです。ただ、そ

のもがき方が重要で、『人と違うことをやる』というマイン

ドセットが大事だと思うのです」

　こう話す背景には、日進月歩で機械技術が進む時代ゆえ

の展望もある。

技術革新の時代へ
会計も分化・専門化が進む
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Company Profi le

Profi le

※部署・肩書きは取材時のものです。

監査法人に勤めた後、グローバルな舞台でより幅広い視野を身につけるため、外資系
企業で約10年にわたり経験を積んだ。

JBAグループ マネージングディレクター。公認
会計士。早稲田大学商学部卒業後、大手監査法
人に入所。その後、米国企業日本法人のビジネ
スアナリスト、外資系ソフトウェア会社代表取締
役社長などを経て、2006年、JBA創立に参画。

脇 一郎
わき・いちろう

会計士の資格で広がる
コンサルティングの可能性

上場など）があるが、どのくらいの工数と期間、コンサル

タント数で対応できるか。IPO（新規株式公開）はどのよう

に進めればよいか、など。数多あるアプローチの方法から

何にどう着手すればいいかを考える。そして、クライアン

トに助言し、一緒に解決していくわけです。クライアント

とコミュニケーションを密にとり、クライアントの経営課

題を自ら探り当てなくてはいけません」

　この際、必要不可欠なもののひとつが会計の知識であり、

実際、JBA社員の約９割が公認会計士だ。「何の専門知識

もなくてコンサルティングができるかといったら難しいで

しょう。会計の専門知識があれば、大枠を捉えて経営課題

に突き進んでいけます」と脇さん。

　資格を重要視する根拠には、信頼性もある。資格を持っ

ていることで、当然クライアントからの信頼度は高くなる。

「会計士なら、こういう知識はあるはず」という前提が共有

されれば、そこに説明は要らない。

　「さらに言えば、ある程度難しい試験をクリアしてきた

ということは、“地頭”の良さが保証されているということ

　ひとくちに「コンサルティング」といっても、そのサー

ビス内容はさまざまだ。法律や基準に準拠させるためにア

ドバイスを行うサービスと、アドバイスされたものを具現

化したり、企業の経営課題などを解決していくサービスに

分けるとすれば、ジャパン・ビジネス・アシュアランス

（JBA）は主に後者を行っている。設立メンバーでもあるマ

ネージングディレクターの脇一郎さんはこう語る。

　「前者の場合、法律や基準に関する高い専門性が求めら

れます。決まったルールにどう見解を当てていくか、これ

らは公認会計士が当然高い専門性を発揮できる分野です。

ただし、これは監査法人が、監査サービスの一環ですでに

提供しています。一方、われわれが扱う案件は、クライア

ントニーズは決まっているけれど、課題や方策が見えてい

ないケース。例えば、仕訳に必要なデータが完全にそろっ

ていないが、どのレベルで会計監査を通すことができるか。

経理部門内で新しいプロジェクト（M&Aや海外市場への

会計の専門知識があれば
経営課題の枠組みがわかる

会計士も広い視野を持つべき時代
パフォーマンス次第で主役になれる

2006年設立。主たる業務は、会計、経営管理、M&Aに関するコンサ
ルティング、税務関連サービス等。社員のほとんどが実務経験のあ
る公認会計士。第三者的立場からのアドバイスに留まらず、クライ
アントと同じ目線から一歩踏み込んだソリューションの具現化支援
を特徴とする。グローバルな課題にも対応。 （2015年3月末現在）

Ichiro Waki
Managing Director

脇 一郎
マネージングディレクター

中谷真人
シニアスタッフ

ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社
クライアントと同じ目線で解決策を見い出すことをモッ

トーに掲げるジャパン・ビジネス・アシュアランス（JBA）。

企業ニーズの具現化に会計の専門知識は不可欠とする

同社では、社員のほとんどが公認会計士の有資格者だ。

4実践コンサルティングの現場から
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実践コンサルティングの現場から
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Message from Senior

Profi le

Endowed Course at WASEDA
早稲田大学大学院会計研究科との提携講座

大学１年から資格試験の勉強を開始。繰り返し読み込んだ参考書には猛勉強の痕跡が。

ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社シニ
アスタッフ。公認会計士。早稲田大学法学部卒
業後、大手監査法人に入所。パブリック系会計
事務所を経て現職。現在、主に中国を中心とし
た海外のM&A案件等を手がける。

中谷真人
なかや・まこと

　大学に入り、自分で生きていく力を

得るために、早くビジネスにかかわる

専門家になりたいという思いから公認

会計士を目指しました。実家が自営業

の家系だったことや、もともと数字に

強かったこともありますが、動機とし

て大きかったのは、専門性を武器に人

の役に立つ仕事がしたいという思いだ

ったかもしれません。それには、「数字」

をスタートにすることが、より客観的

で明確だと考えたのです。大学１年の

秋に勉強を始め、４年生で試験に合格

しました。その過程で会計・法務の知識

だけでなく、マネジメントの考え方が

学べたことは大きかったですね。

　20代のうちにいろいろなことを経験

しておきたい。そう考えていた私は、

大学卒業後、３つの職場を経験してい

ます。卒業と同時に就職した監査法人

では、やりたい仕事とのギャップを感

じていました。担当した監査の仕事は

非常にシステマティック。もちろん大

事な仕事であり、私の仕事の基礎をつ

くった場所でもあり、感謝しています

が、私の性格には向いていないと考え

ていました。もっと直接人にかかわり

喜ばれる仕事をしたい、という気持ち

が強くなったのです。そこで、パブリ

ック系を専門とした会計事務所に転職

しました。特殊なジャンルに強くなり

たいと考えたこと、なかでも医療や介

護は高齢化の進む日本において将来性

のある分野だと考えての転職です。

　ここでは、病院や社会福祉法人を対

象に会計支援業務や資金繰りのコンサ

ルティングを担いました。施設整備の

ための資金繰りの際には、クライアント

に対し、数字データを基礎とした冷静

なアドバイスをしなくてはいけません。

会計・財務の知識が必須になりました。

　JBAに入社したのは、若いうちに一

度、海外に目を向けたいと考えたから。

現在、私が担当しているのは、主とし

て中国を中心としたアジアの投資案件

です。これまでの仕事ではもちろんの

こと、現在の仕事も財務分析・調査が

重要ですから、そもそも会計の知識が

ないとできません。まずは買収の問題

点を見極め、買収する際にはその金額

を決めるために株式評価をします。そ

の際の基準になるのは将来の収益性な

どで、評価額の検証、論理構築には会

計・財務の視点が必須となります。

　私は今、自分の思い描いていた仕事

ができていると感じています。ただ、

いきなりここからキャリアをスタート

するのは難しかったでしょう。会計士

になるための勉強から始めたのは正解

でした。ビジネスの本流を「物を売る

こと」とすれば、会計の役割は数字から

それをサポートすること。そこに喜び

や楽しみを見出せる人であれば、非常

にやりがいのある仕事だと思います。

今は担当する案件によって考えるべき

ことは異なり、悩むこともありますが、

そのつど解決策を見出すことが楽しい。

　今後、経験を積んで、解決策を提案

するための引き出しを増やしていきた

いと思います。違う側面からの視点が

提案できれば、交渉がうまく進むこと

もあるでしょう。「中谷に聞けばなんと

かなる」。そう思ってもらえるようなコ

ンサルタントを目指します。

Makoto Nakaya
Senior Staff

会計から始めたからこそ
今の仕事に行き着いた

人のサポートをしたい
そのためには数字から

「物を売る」ビジネスを
数字の面からサポートする

企業の「内部統制」とは、業務の効率性・有効性、および財
務諸表の正確性を高めるために、不正やミスを防ぐ仕組み
である。しかし、現実には「経理部門の内部統制」の構築
は最も遅れており、これは今まで経理部門が「内部統制」
ではなく、各人の経理「職人」としての個人業務によって
進められてきた事実に起因する。そこで、経理部門の管理
職や、会計監査、コンサルティングなどを目指す人向けに、
経理部門の内部統制はどのように構築・運用されるべきか、
また企業の中で経理部門はどのような役割を果たすべき
か、など実務に則した講義を行う。

ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 提供
［2015年度開講予定］秋学期・水曜・4時限

経理部門における内部統制

「有能な部下がいるので、仕事道具はこれで充分」と脇さん。

でもあります。パフォーマンスが保証されるという意味で、

資格は外に対しても内に対しても重要なのです」

　脇さん自身は大学４年時に資格試験に合格している。「当

時は会計の仕事が何たるかをよく理解していなかった」と

言うが、監査法人で働いた後、外資系企業でコントローラ

ー（部門責任者）や社長を歴任、「当時は考えていなかった」

コンサルティング業界に身を置く現在、自身の経験を振り

返り「公認会計士の知識は核になってきた」と語る。

　「多様なコンサルティング業務のうちのきわめて広い範囲

をカバーできるのが会計士でしょう。われわれのように監査

は一切行わない会社においても付加価値の高い専門性です」

　実務での利便性はもちろん、会計士の資格があることで、

より大きな意味で可能性が広がる。

　「会計士として企業トップと話す機会を得ることも多い。

つまり、若いうちからマネジメント視点での課題、企業寄

りの視点が学べるということ。さまざまな視点が必要にな

るコンサルティング業務では特に有意義と言えます」

　しかし、時代とともに会計士に求められるものは変化す

る。その自覚を持つ必要性を脇さんは促す。

　「ネット検索が当たり前となった今、単なる知識の提供

ではクライアントは満足してくれません。溢れる情報の中

から取捨選択をし、高い説明力と表現力を持ってプロフェ

ッショナルとしてのアウトプットをクライアントに提供す

る。これからは会計士にもより高度なコミュニケーション

能力が要求される時代です」

　また、監査の観点からいえば、財務・非財務両方の報告書

を合わせた「統合報告」を行う企業が増えていることも変化

のひとつだ。有価証券報告書を中心とした財務報告書は監

査の対象だが、非財務報告書は監査の対象でない。しかし

昨今の投資家の関心の８割は非財務情報に向いているとも

言われ、今後はこの大きなニーズに目を向ける必要がある。

　「企業や市場の関心がどこにあるかを考えれば、財務情

報だけではやっていけない時代がきます。会計士はもっと

広い視野で見るようにしなくてはいけない」

　さらに、会計基準の統一化（IFRS：国際財務報告基準）

とともに、経理部門のアウトソーシング化が進む世界的な

潮流も背景にある。

　「IFRSが取り入れられれば、必ずしも日本人を雇う必要

はないかもしれません。国籍問わず安くて質のいい人材を

雇うようになる。付加価値を提供できる部分は何かを考え

ないと生き残れません。逆に、意識次第で、会計士は主役

にもなれる可能性を持っていると思います」

　早稲田大学との提携講座のテーマは経理部門の内部統

制だ。実務だけでなく、付加価値を創造していくための考

え方にも触れられる。企業の前線で常に変化を肌で感じて

いるコンサルタントの視点が学べる講座である。知識を詰め込むだけでは
生き残れない時代になる
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日置圭介
執行役員・パートナー

猪股麻未
コンサルタント

デロイト トーマツ コンサルティング
世界中に強力なネットワークを有するデロイト トーマツ コンサ

ルティング。クライアントの事業をクロスボーダー市場に導く

ためには、どのような力やスキルが必要なのか。グローバルマ

ネジメントの観点から会計知識の重要性を語ってもらった。

5実践コンサルティングの現場から Company Profi le

※部署・肩書きは取材時のものです。

Profi le

デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員・パートナ
ー。南山大学経営学部卒業。英国国立ウェールズ大学経
営大学院修了（MBA）。帰国後、外資系コンサルティング
ファーム等を経て現職へ。グローバルマネジメントインス
ティテュート担当として、日本企業のグローバル競争力
強化に向けた提言活動を推進している。

日置圭介
ひおき・けいすけ

ファイナンスパーソンの前に
ビジネスパーソンであれ

著書に『ファイナンス組織の新戦略』（編著／日本経済新聞出版社）、『Think! 
別冊No.6 グローバル経営戦略2015』（監修／東洋経済新報社）がある。メデ
ィアへの寄稿、セミナーでの講演などでも活躍。

著書に『ファイナンス組織の新戦略』（編著／日本経済新聞出版社）、『Think! 

　世界最大規模のプロフェッショナルファームであるデロ

イトのメンバーファームであり、また日本最大級の会計事

務所、監査法人トーマツを中心とするグループ企業に属す

るデロイト トーマツ コンサルティング。同社パートナー

の日置圭介さんは、会計の知識やスキルの必要性について

こう説く。

　「コンサルティング会社にもさまざまなタイプがあり、

扱うプロジェクトもさまざまです。ただ、どのようなプロ

ジェクトであっても、まずはクライアントの事業や組織を

理解することがスタート。現在の状況やそこに至るまでの

過程の把握には、財務３表を理解することが不可欠です。

会計以外のテーマを扱う場合でも、効果を測るのは数字。

例えば、サプライチェーン改革の際にも、在庫や固定資産

はもちろん、最終的な収益へのインパクトを理解するため

に、会計の知識は必須です」

　日置さん自身は、大学卒業とともに就職した税理士事務

所を母体とするコンサルティング会社で、会計の知識を得

たという。大学時代に組織論に興味を抱いた日置さんは、

企業組織のパフォーマンスを測るにも数字が大事であると

考えたのだ。

　「中小企業、零細企業が主なクライアントだったため、

資金繰りが重要な問題でした。単に損益計算書（PL）や貸

借対照表（BS）だけを見ていては、経営には事足らない。

当たり前のことですが、そういう感覚が身についたのは、

大きかったですね」

　その後、組織論をさらに深く学ぶべく英国国立ウェール

ズ大学大学院に留学し、１年間の濃密な期間を経てMBA

（経営学修士）を取得。帰国後、外資系コンサルティング会

社勤務など等を経て、2007年にデロイト トーマツ コンサル

ティングに入社した。

　「私の仕事の核となっているのは組織論ですが、いかに

事業や組織をよりよいパフォーマンスにするかを考えるう

えで、会計やファイナンス的なバックグラウンドは非常に

役立ってきました」

Keisuke Hioki
Partner

日本企業のグローバル化に
会計知識と国際感覚を生かす

国際的なビジネスプロフェッショナルのネットワークであるDeloitte（デロイト）
のメンバーで、コンサルティングサービスを担う。Deloitteは150を超える国・地
域に約21万人以上のエキスパートを擁する世界的プロフェッショナルファーム。
監査、税務、コンサルティング、ファイナンシャル・アドバイザリーの４つの専
門分野で、世界中のクライアントにサービスを提供する。 （2015年3月末現在）

事業や組織を理解するのも
効果を測るのも、数字がベース

2019
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Message from Senior

Profi le

Endowed Course at WASEDA
早稲田大学大学院会計研究科との提携講座

デロイト トーマツ コンサルティング コンサルタ
ント。早稲田大学商学部卒業後、同大学院会計研
究科を経て入社。IT、CFOサービス等のプロジェ
クトを経験し、現在はグローバルマネジメントイ
ンスティテュート（GMI）のプロジェクトに携わる。

猪股麻未
いのまた・あさみ

会計研究科では、デロイトとの提携講座で日置さんから指導を受けた。このときのチー
ムは仲がよく、今でも付き合いがあるとか。

　デロイト トーマツ コンサルティング

に入社して、この春で３年目を迎えま

す。まだ特定の部署には所属せず、IT

関連やCFO（最高財務責任者）サービ

スなどさまざまなプロジェクトで経験

を積んでいる段階で、現在はGMIの

プロジェクトにかかわっています。具

体的には、外資系企業の例を参考にし

ながら、今後日本の企業がグローバル

マネジメントを進めるためにはどうし

たらよいかをクライアントに提案する

といったことです。

　プロジェクトにおいて、会計のスキ

ルと直結した作業は正直ありませんが、

大学や大学院で身につけた会計の考え

方は、自分のベースになっていると思

います。例えば、海外に子会社を持つ

企業の場合、各子会社がどれだけの資

金を保有し、そのうち本当に必要な資

金量はいくらか、について調査・提案

をすることがあります。このとき会計

の知識があることで自分なりの考えも

まとめやすいですし、上位者とのディ

スカッションもスムーズになります。

　もともと数字が好きで、大学は商学

部を選び、財務会計のゼミを受講しま

した。簿記に興味を持ったことがきっ

かけで、公認会計士の資格試験の勉強

もしましたが、単なる座学ではなく、

論点を深く掘り下げた勉強がしたいと

いう気持ちが強くなり、早稲田大学大

学院の会計研究科に進みました。

　会計研究科では、基礎的な財務会計、

管理会計、監査論などを学びつつ、企

業との提携講座も複数受講しました。

システムやコンサルティングなど幅広

いテーマに触れられただけでなく、資

料の作成方法、プレゼンテーションの

仕方など、実践的なことが学べたのも

大きな収穫でしたね。当時の資料を読

み返すと、今、役立つものが多いこと

に驚かされます。あらためて、高度な

ことを勉強していたんだなと思います。

　コンサルティングの道に進んだこと

は、私にとっては正解でした。学生時

代から人の世話を焼くのが好きで、悪

く言えばおせっかい（笑）。誰かのため

に何かしたいという気持ちが強いの

で、企業や担当者の抱える課題に一緒

に取り組む今の仕事には合っていると

思います。実際、自分が行った分析が

クライアントに納得してもらえたとき

はとてもうれしいです。これまで企業

として「なんとなく」問題だと思って

いたことを、私が示した数字によって

現実の問題と意識してもらえたとき、

自分の分析や作成した資料が役立った

のだという達成感が味わえます。

　コンサルタントという仕事では、担

当するプロジェクトによって、さまざ

まな業界にかかわることができるとと

もに、さまざまな経営の考え方に触れ

ることができます。また、優れた人た

ちと一緒に仕事をする機会があるのも

とても刺激的です。

　コンサルティングの仕事においては、

どんなに優れた解決策があっても、そ

れが絵に描いた餅では役立ちません。

今後は、実務の経験を積み、会計の勉

強を通して得た経営寄りの目線を活か

し、現場と経営層どちらの立場も理解

したうえでの解決策を提供できるコン

サルタントになりたいと思っています。

Asami Inomata
Consultant

学生時代に身につけた
会計の考え方がベースに

日本企業を取り巻く諸環境が移り変わる中、成長性・収益
性ともに苦しい状況が続いている。本講義では、グローバ
ル化する日本企業の経営に対してファイナンスやアカウン
ティングはどう貢献していくのか、という問いを持ちなが
ら、日本企業・グローバル企業の実際と経営学をベースに、
組織論や機能論、経営管理の体制と手法、リーダーシップ
のあり方など、グローバルマネジメントの主要な論点につ
いて学ぶ。企業経営の潮流やグローバルマネジメントのあ
り方を知り、主要な論点に対するものの見方、整理学を習
得することができる。

日置さんは英国国立ウェールズ大学でMBAを取得した。グローバルマネジメントの
視点を得るうえでも留学経験は糧になったという。

　現在、日置さんが推進しているのが、グローバルマネジ

メントインスティテュート（GMI）だ。日本企業が世界市場

で勝ち抜くために取り組むべき課題や解決策の方向性を見

据えて、企業のみならず、社会や産業界に向けた提言をす

るために創設された組織である。

　「私自身は、日本企業のグローバル化に向けた経営アジ

ェンダの提言を担当していますが、GMIでは社会課題を基

点とした新しいビジネスの創出や産業の創造をする取り組

みも進めています。従来のコンサルティングとは違うもの

をどう生み出していくかの模索といってもいいでしょう」

　「グローバル」というキーワードに関しても、会計知識は

重要な役割を果たす。

　「グローバルカンパニーと呼ばれる外資系企業に比べ、

日本企業の会計の仕組みや経営インフラは明らかに遅れて

います。日本人の器用さと忍耐力をもって長時間労働でこ

なしているのが実態なのです。会計の情報もプロセスもま

ちまち。グローバルマネジメントには、グローバル“リスク”

マネジメントという観点があってしかるべきですが、グロ

ーバル化に怖さを感じていない経営者がまだまだ多い。今

後、日本企業が真にグローバル化するためには、会計の仕

組みやインフラをグローバルに統一させていくことが重要

課題となります。その際、会計の知識とグローバルな感覚

を持った人材、さらにもうひとつ加えれば英語力を持った

人材は、活躍できる可能性が高いと思います。積極的に事

業リスクを取りにいかない傾向にある日本企業のマネジメ

ントに対し、ファイナンス視点からアドバイスすることも

求められるでしょう」

　そう語る日置さんら講師陣が早稲田大学との提携講座で

扱うテーマが、まさしく「グローバルマネジメント実務」だ。

　「会計というと、PLやBSの形、あるいは仕訳という形で

数字を追いかけてしまいがちですが、企業はR&D（研究開

発）や生産、販売といった機能で動いています。機能ごとに

どのような考えで動いているのか、また、機能を横断した

事業としてそれが数字にどう現れるのかを伝えたい。また、

外資系企業がすべてグローバルカンパニーかといえばそう

ではない。けれども、グローバル化に成功している外資系

企業にはいずれもきちんとしたロジックがあります。彼ら

がそこに至った過程を学ぶことは、会計やファイナンスを

仕事にしようという人たちには非常に大事なことです」

　ビジネスパーソンとしての技量を磨いて初めて価値ある

ファイナンスパーソンになれる、と日置さんは語る。「コ

ストではなくバリューといわれる人材にならなくてはいけ

ない」――そんな日置さんのメッセージが込められた講座

は、必ずや将来の糧となるはずだ。
自分の分析を示すことで
「なんとなく」を可視化

座学だけでなく
論点を掘り下げたい

真のグローバル企業から
「プロセス」を学ぶ重要さ

デロイト トーマツ コンサルティング 提供
［2015年度開講予定］秋学期・月曜・夜間

グローバルマネジメント実務
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※部署・肩書きは取材時のものです。

1996年、オリンピックにわく米国アトランタで、電話会社のプロジェクトチームのメ
ンバーとともに。

プライスウォーターハウスクーパース株式会社常
務取締役 パートナー コンサルティング代表。大
阪大学経済学部を卒業後、大手監査法人に入所。
その後コンサルティング部門に移籍し、アトラン
タ事務所などでコンサルティングに従事。企業
統合により５つの会社を経験している。

鹿島 章
かしま・あきら

現場で培ったナレッジが
コンサルティングの幅を生む

　世界157カ国を舞台に、コンサルティング、監査、税務

などのサービスを展開するPwCグローバルネットワーク。

日本でディールアドバイザリーやコンサルティングサービ

スを提供しているのが、プライスウォーターハウスクーパ

ース（以下、PwC）だ。コンサルティング部門の代表を務め

る鹿島章さんは、同社の特長として次の２点を挙げる。

　「PwCのグローバルネットワークにはおよそ20万人のス

タッフが所属しています。すなわち、私たちには、この叡

智を活用したサービスを提供できる可能性があります。ま

た、日本のネットワークであるPwC Japanは、コンサルテ

ィング、監査、税務、法務の分野をカバーする法人で構成

されています。こうした専門性を有機的に結びつけること

で、企業のあらゆる課題に多角的な視点から解決策を提示

することができる。いわば、“プロフェッショナルサービ

スの総合百貨店”といった役割を担えると考えています」

　クライアントニーズに適った多彩なソリューションによ

り、新しい価値を創り出したい――PwCが掲げるミッショ

ンは、そのまま鹿島さんの想いにもつながる。

　鹿島さんのキャリアは、監査法人への入所からスタート

する。大学４年時に合格した公認会計士の資格を生かし

て、10年にわたって監査業務に従事。その後、コンサルテ

ィング業務へとシフトする。

　「コンサルティングは“ビフォー＆アフター ”。ビフォー

の状態に満足していない顧客に解決策を提案するもの。“ア

フター ”のバリエーションをどれだけ知っているかによっ

て、提案の幅は異なってくるのです。監査時代は仕事柄、

顧客のコンフィデンシャルな情報にアクセスすることがで

き、数字と照らし合わせながら実際のオペレーションを見

たり、どのような意思決定がなされてきたのかを知るチャ

ンスがありました。これは後々、コンサルティング業務に

携わるにあたって貴重な財産となりました」

最適なソリューションを目指す
専門家集団のたゆまぬ挑戦

Akira Kashima
Managing Executive Director

1999年設立。ディールアドバイザリーとコンサルティングサービスを提供す
る国内最大規模のコンサルティングファーム。M&Aや事業再生・再編の専門家
であるディールアドバイザリー部門と経営戦略の策定から実行まで取り組む
コンサルティング部門が連携し、最適なソリューションを提供。世界157カ
国に広がるPwCのグローバルネットワークに属する。 （2015年3月末現在）

鹿島 章
常務取締役 パートナー
コンサルティング代表

岩本知加誉
アソシエイト

プライスウォーターハウスクーパース株式会社
世界各国に広がるネットワークと国内のメンバーファーム

の専門性を結集して、価値あるサービスの提供を目指す

プライスウォーターハウスクーパース。究極の専門家集

団が追求するコンサルティングの流儀とは何か。

世界の叡智を結集して実現する
プロフェッショナルサービス

コンサルタントの役割は
専門家同士をつなぐ懸け橋

実践コンサルティングの現場から
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Profi le

Endowed Course at WASEDA

大学院時代に使っていた教科書。随所にマーカーや書き込みがある思い出の一冊だ。

プライスウォーターハウスクーパース株式会社 
アソシエイト。慶應義塾大学商学部を卒業後、
早稲田大学大学院会計研究科を経て入社。現在
は基幹系システムの導入と運用保守のプロジェ
クトメンバーとして査定チームに所属し、クライ
アント対応にあたる。

岩本知加誉
いわもと・ちかよ

　大学時代は商学部で財務会計を専攻

していましたが、経営学やファイナン

ス、税務など、さらに幅広い分野を学

んで会計のスキルを盤石にしたい、と

いう思いから、大学院への進学を希望

しました。早稲田大学の会計研究科は、

実務的な授業が充実していることが魅

力のひとつ。PwCの提携講座を受講

し、旬のビジネステーマに触れるチャ

ンスにも恵まれました。

　当時から、例えば管理会計の最新理

論など、会計について自分なりに突き

詰めて考え、議論することが好きでし

た。会計系のコンサルティングという

仕事に憧れを抱いたのも、自然な成り

行きだったのかもしれません。

　数あるコンサルファームの中から

PwCを希望した理由は、グローバルの

ネットワークが強固であったこと、魅

力的なプロジェクトが多数進行してい

たこと。そして、採用に携わる社員の

方が、対話を積み重ねながら採用のプ

ロセスを進めてくれたことも、会社へ

の信頼を深めるきっかけになりました。

　現在は、基幹系システムの導入と運

用保守を手がけるプロジェクトで、査

定チームの一員として、日々奮闘して

います。学生時代に学んだ会計の個別

の知識が、実務を通して一つに結びつ

いていくのを実感するのは大きな喜び

です。こうした知識が礎としてあるか

らこそ、企業の戦略的な動きを正確に

読むことができる。会計がわかること

で、ビジネスの入口に立つことができ

るのです。私の場合、会計システムの

導入や法改正にともなう業務変更な

ど、顧客に適切な説明を行わなければ

ならない場面が多々ありますが、いか

なるケースでも会計知識が不可欠であ

ることは言うまでもありません。

　コンサルタントの仕事は、クライア

ント企業が抱える課題について、解決

の道筋を提案すること。顧客とのコミ

ュニケーションを通して問題を深堀り

していくうちに、ときには顧客自身が

気づいていない課題にたどりつくこと

もあります。こうした繰り返しにより、

顧客との信頼関係も生まれてきます。

顧客のために自分ができることは何

か。そのために、自分が努力すべきこ

とは何か。こうした問いに、常に向き

合っていきたいと思っています。

　幸い、PwCは研修制度も充実してい

て、社員同士が切磋琢磨できる環境が

整っています。今、私が課題としてい

るのは英語のスピーキング。業務では

英語の文献を翻訳したり、報告会議の

場で英語で発表したりすることがあり

ます。英会話スクールにも通って鋭意

特訓中ですが、いつかグローバルのプ

ロジェクトに関われたらいいですね。

　女性としてこれからの働き方を模索

するときに心強く思うのは、PwCでは

女性の活躍が目覚ましいこと。グロー

バルのダイバーシティチームと連携し

て、女性を積極的に登用する動きがあ

ります。専門スキルを武器に働くこと

でジェンダーの壁は超えられると思っ

ていますが、こうした会社の後押しは

とてもありがたいもの。私も将来は、

育児と仕事と、両方頑張ることができ

たら理想的です。

「会計」を端緒に広がる
奥深きビジネスの世界

Chikayo Iwamoto
Associate

第一線で活躍するコンサルタントが、会計コンサルタント
として必要な知識、スキルを解説する実践的な講座である。
特にどのようにコンサルティングを実施するかについて、
数多くの事例に基づいた実務的な講義を行う。将来、会計
コンサルタントを志向する院生には必ず役立つ講座であ
る。会計コンサルタントには、理論や会計処理のアドバイ
スに加え、会計業務プロセスや管理会計制度、会計システ
ムの変革を実行することが期待されている。本講座は、履
修者が最も容易なレベルのコンサルティングを実施できる
ようになることを到達目標とする。

プライスウォーターハウスクーパース株式会社 提供
［2015年度開講予定］秋学期・木曜・夜間

会計コンサルタント実務

早稲田大学大学院会計研究科との提携講座

自動車部品メーカーのプロジェクトの打ち上げで祝杯。左から２番目が鹿島さん。

　会計士の資格があったからこそ、監査という立場でさま

ざまな企業の現場を見ることができた。では、コンサルタ

ントとして、会計の知識はどんなメリットをもたらすのか。

　「今やどのような分野のコンサルティングにおいても、

会計の知識は不可欠です。数字を根拠に経営判断を行う

局面も多い。こうした知識に長けていれば、クライアント

から得られる情報も多くなるはずです」

　さらに、チームでプロジェクトを遂行するにあたって、

コンサルタントに求められる役割もある。

　「専門家集団というのは、実はうまく機能しないことも

多い。各々の専門性を最大限有効に活用するためには、“双

方の言葉がわかる“人材が必要となります。例えば、会計

システムを構築する場合、監査法人の会計の専門家とパッ

ケージシステムコンサルタント、双方の懸け橋となるのが

会計業務コンサルタントの存在。会計の知識がなければ、

その役割をこなすことは不可能でしょう」

　コンサルティング業務において、鹿島さん自身が心がけ

ているのは「正直であること」だ。

　「たとえ顧客にとっては耳を塞ぎたくなるような話でも、

必ずお伝えしています。正直に接することが、真の課題解

決へ導くものだと確信しているからです」

　一社一社異なる顧客と真摯に向き合い、どんなことで困

っているのかを確実に理解し、最適な解決策を示す。その

マインドは「家庭教師に近い」と表現する。

　現在は、PwCのコンサルティング代表であると同時に、

PwCグローバルネットワークのアジアにおける会計チー

ムのリード役を務める鹿島さん。グローバルネットワーク

が保有するナレッジを活用して、より多彩なソリューショ

ンを提供し、海外を舞台に羽ばたく日本企業を応援したい。

経営の立場となった今も、新たな価値を追求する姿勢に変

わりはない。鹿島さんをはじめ、最前線で活躍するPwC

のコンサルタントが手がけた事例の数々は、早稲田大学と

の提携講座でも取り上げられる予定だ。

　「実務に携わる講師ならではの視点で講義を提供します。

学生のみなさんには、ぜひ目標をブレークダウンして自分

が見える範囲でマイルストーンを設定し、それらを確実に

クリアしてほしいと思います。自分の時間という資源をど

こに集中して使うか、自分に足りないことは何か。そうい

った思考パターンは、社会に出てからも必ず役立ちます。

そして、これからのコンサルタントには英語のスキルも必

須であることを付け加えておきましょう。日本企業が顧客

でも、潜在的に海外を志向しているプロジェクトは多いも

の。学生の間に英語に慣れておくことが肝要です」

切磋琢磨できる環境で
自己成長を希求する

会計を学ぶことで
ビジネスの入口に立てる

真の課題解決の第一歩は
顧客に対して正直であること

2625



〒169-8050　東京都新宿区西早稲田1-6-1
Tel. 03-3208-8540
Fax. 03-3203-7067

E-mail. accounting@list.waseda.jp

2015 年４月１日発行


