
 

「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」 

委員名簿 

 
（敬称略・五十音順） 

＜座長＞ 伊藤 邦雄 一橋大学 大学院商学研究科 教授 

   

＜委員＞ 稲葉 章代 三井住友信託銀行株式会社 リサーチ運用部シニアアナリスト  

 引頭 麻実 株式会社大和総研 常務執行役員 調査本部副本部長 

 岩間 陽一郎 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会長 

 上田 亮子 株式会社日本投資環境研究所 調査部主任研究員 

 内野 州馬 三菱商事株式会社 常務執行役員 

 大場 昭義 東京海上アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長  

 尾崎 安央 早稲田大学 法学学術院 教授 

 神田 秀樹 東京大学 大学院法学政治学研究科 教授 

 斉藤 惇 株式会社日本取引所グループ 取締役兼代表執行役グループＣＥＯ  

 佐久間 総一郎 新日鐵住金株式会社 副社長 

 佐藤 和夫 日本生命保険相互会社 財務企画部長 

 佐藤 淑子 一般社団法人 日本 IR協議会 事務局長 

 スコット・キャロン いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 

 高山 与志子 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 取締役 

 武井 一浩 西村あさひ法律事務所 弁護士 

 冨山 和彦 株式会社経営共創基盤 代表取締役ＣＥＯ 

 中川 順子 野村ホールディングス株式会社 執行役員 

 野村 浩子 淑徳大学 表現学科教授 

 深澤  徹 東レ株式会社 取締役 財務経理部門長 

 松本 大 マネックスグループ株式会社 代表執行役社長 

 森 公高 日本公認会計士協会 会長 

   

＜幹事＞ 坂本 三郎 法務省 大臣官房 参事官 

 油布 志行 金融庁 総務企画局 企業開示課長 

  

参考１ 



 

「株主総会のあり方検討分科会」 

委員名簿 

 
（敬称略・五十音順） 

 
＜座長＞ 尾崎 安央 早稲田大学 法学学術院 教授 

   

＜委員＞ 安藤 聡 オムロン株式会社 執行役員 経営 IR 室長 

 石田 猛行 インスティテューショナルシェアホールダーサービシーズ株式会社代表取締役  

 岩崎 貢 日本生命保険相互会社 株式部長 

 岩田 直樹 野村アセットマネジメント株式会社 企業調査部 シニア・アナリスト  

 上田 亮子 株式会社日本投資環境研究所 調査部主任研究員 

 江良 明嗣 ブラックロック・ジャパン株式会社 運用部門 ヘッド・オブ・コーポレートガバナンス ヴァイスプレジデント 

 澤口 実 森・濱田松本法律事務所 弁護士 

 島田 明 日本電信電話株式会社 取締役 

 高山 与志子 ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 取締役 

 武井 一浩 西村あさひ法律事務所 弁護士 

 田中 亘 東京大学 社会科学研究所 准教授 

 鶴岡 正人 みずほ信託銀行株式会社  株式戦略コンサルティング部長  

 永池 正孝 全国株懇連合会 理事長 (株式会社バンダイナムコホールディングスコーポレートコミュニケーション室 ゼネラルマネージャー)  

 中川 順子 野村ホールディングス株式会社 執行役員 

 松井 秀征 立教大学 法学部法学科 教授 

 松本 大 マネックスグループ株式会社 代表執行役社長 

 安井 良太 株式会社東京証券取引所 上場部長 

 山田 治彦 日本公認会計士協会 副会長 

   

＜幹事＞ 坂本 三郎 法務省 大臣官房 参事官 

 油布 志行 金融庁 総務企画局 企業開示課長 

 
  

参考２ 



 

「企業情報開示検討分科会」 

委員名簿 

 
（敬称略・五十音順） 

 
＜座長＞ 伊藤 邦雄 一橋大学 大学院商学研究科 教授 

   

＜委員＞ 秋葉 賢一 早稲田大学 商学学術院 大学院会計研究科 教授 

 稲葉 章代 三井住友信託銀行株式会社 リサーチ運用部シニアアナリスト  

 引頭 麻実 株式会社大和総研 常務執行役員 調査本部副本部長 

 内野 州馬 三菱商事株式会社 常務執行役員 

 小野 行雄 企業会計基準委員会（ASBJ） 委員長 

 北川 哲雄 青山学院大学 大学院国際マネジメント研究科 教授 

 久保 誠 株式会社東芝 取締役 

 熊谷 五郎 みずほ証券株式会社 企画グループ経営調査部上席研究員 

 佐藤 淑子 一般社団法人 日本 IR協議会 事務局長 

 三瓶 裕喜 フィデリティ投信株式会社 ディレクターオブリサーチ 

 関根 愛子 日本公認会計士協会 副会長 

 野村 浩子 淑徳大学 表現学科 教授 

 早川 知佐 カルビー株式会社 執行役員 IR 本部長 

 深澤  徹 東レ株式会社 取締役 財務経理部門長 

 藤田 晶子 明治学院大学 経済学部 国際経営学科 教授 

 安井 良太 株式会社東京証券取引所 上場部長 

 弥永 真生 筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授 

 山田 俊浩 明治安田アセットマネジメント株式会社 コンプライアンス・オフィサー 兼 コンプライアンス・リスク管理部長  

   

＜幹事＞ 坂本 三郎 法務省 大臣官房 参事官 

 油布 志行 金融庁 総務企画局 企業開示課長 

 
 

参考３ 


