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PRESS  RELEASE 
 

報道関係者各位 

 国内ERPシェアNo.1(※1)の株式会社ワークスアプリケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者：

牧野 正幸）は、 2013年11月13日（水）にハービス大阪、29日（金）に東京ミッドタウンホールにてバックオフィスを担う

ビジネスパーソンに向けた日本最大級のイベント「COMPANY Forum 2013」を開催いたしました。2日合わせて1,500

名を超える方にご来場いただき、盛況の中幕を閉じました。 
 

【COMPANY  Forumについて】 

 10年ほど前までは、人事や経理、広報といったバックオフィス部門は、社外コミュニケーションが少なく、会社や部署

をまたいだ関わりは極めて少ないのが実情でした。バックオフィス業務のコスト改革をサポートする当社では、こうした

現状に問題意識を持ち、バックオフィスを担うビジネスパーソンが、一同に会して今後の企業としてのあり方を考える

場を提供するためのイベント「COMPANY Forum」を、2003年より開催しています。イベントでは、毎年世界で活躍する

優れたビジネスリーダーの方々に、その年のトレンドに合わせて様々なテーマでご講演いただいています。 

 10年目を迎える今年は、主にCIO（情報システム部門責任者)の方を対象に、IT社会の変化をビジネスにどのように

活かすのか、CIOと情報システム部門は今どのような役割を担うべきか、をテーマとして各界を代表する方々にご講

演いただきました。 
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「P&G流 グローバルIT戦略   
          ～価値を生み出し続ける組織のあり方～」 
   
  

バックオフィスを担うビジネスパーソンに向けた日本最大級のイベント 

「COMPANY Forum 2013」   

11月13日大阪、11月29日東京にて開催いたしました 

  Procter & Gamble CIO 
   フィリポ・パッセリーニ 氏 
 

 

 略歴： 
 1957年 ローマ出身 
 1981年 P&Gイタリアにシステムアナリストとして入社 
 1989～2000年 トルコ、イギリス、南米、北米など世界各地で 
           ＩＴ部門責任者として活躍 
 2000～2004年 製品・マーケティング部門の責任者として 
          グローバルマーケットを担当 
 2004年 P&G CIOに就任 
 2008年 P&G CIO兼グローバルビジネスサービス社長に就任 
 
 

 主な受賞歴： 
  - CIO Hall of Fame, Inductee, 2010 
  - CIO 100 Award, CIO Magazine, 2006,  2010, 2011, 2012, 2013 
   など多数 

P&G社CIOフィリポ・パッセリーニ氏始め、総勢28名のビジネスリーダーにご講演頂きました 

※1：2012年度大手企業向けERPパッケージ市場シェアNo1 

     （出典：株式会社富士キメラ総研  
          ソフトウェアビジネス新市場 2013年度版） 

「COMPANY Forum 2013」 フィリポ・パッセリーニ氏 講演内容 

【過去講演者 一覧】 
 □ ハーバード・ビジネス・スクール マイケル・Ｅ・ポーター氏 
 □ GE 元会長兼 CEO ジャック・ウェルチ氏 
 □ IBM 元会長兼 CEO ルイス・V・ガードナー氏 
 □ ソニー株式会社 元CEO 出井伸之氏 
 □ 経営コンサルタント 大前研一氏 

 また基調講演として、日本国内の低迷、テクノロジーの急激な変化

を背景に、いま求められるリーダーのあり方や描くべきビジョンについ

て、世界最大の消費財メーカー、プロテクター・アンド・ギャンブル

（P&G）社の現役CIOであり、CIO Hall of Fame にも選出されたフィリ

ポ・パッセリーニ氏の講演をはじめ、先進企業の事例紹介など、世界

でも活躍する優れたビジネスリーダーの方々にご講演いただきました。 

 

①IT部門の役割が変化 
ITはビジネスのやり方を一新する力を持っている。急速な環境変化の中で従来のITの運用サポートやインフラの管理に限
らず、IT部門はビジネスの可能性を広げる特別な位置付けへ変化している。P&Gでは、IT技術だけではなくビジネスにも精
通した人材を活用して、ビジネスのあり方を徹底的に見直している。また経営管理の面では中央集権的な手法をとってい
るが、IT部門内にコミュニケーショングループを設け、社内に向けたビジョンの共有を戦略的に行っている。 
 

②システムへの投資 
IT技術はあくまでもツールだ。重要なのはビジネスに対して何ができるのか、ビジネス価値を目的に逆算
して考えていく。我々は業務の標準化の基盤となるERPシステムが重要だと考えており、個々の事情も
あるが約8～9割は標準化させている。これはビジネスの基盤を標準化させないと成果も期待できないか
らだ。また標準化を踏まえて新技術、例えばバーチャル化にもチャレンジしている。 
 

③リーダーの資質 
ビジネスリーダーにとって重要なのは価値の創造。私はCIOとして率先してCEOへ新しいアイデアやビジ
ネスの可能性を提案している。CIOが率先してビジネス提案を行いITの可能性を認めてもらえれば、ビジ
ネスを改革する力が生み出される。CIOも企業のトップリーダーとなっていくべきだ。 
 

④日本のCIOへ “Time is NOW”, “Act NOW” 
重大な局面に立つ今こそ、問題をチャンスに変えられる時である。CIOほど用途の広い役職は無い。
様々な手法によるビジネスへの貢献を提案してITの持つ価値を受け入れてもらうチャンスでもある。転換
期である今こそ、CIOにとって活躍できる時だと確信している。 

http://www.worksap.co.jp/


【当リリースに関するお問合せ先】 

株式会社ワークスアプリケーションズ  

広報（担当：金田、藤井、岡田） 

TEL：03-6229-1210 FAX：03-6229-1211  

Email：pr@worksap.co.jp 
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「ご挨拶」 
株式会社ワークスアプリケーションズ 代表取締役最高経営責任者  牧野 正幸 
 
「P&G流 グローバルIT戦略～価値を生み出し続ける組織のあり方～」 
Procter & Gamble CIO ／Group President, Global Business Services ／Chief Information Officer, Procter & Gamble フィリポ・パッセリーニ 氏 
 
「戦略ストーリーを創るセンス」 
一橋大学大学院国際企業戦略研究科(ICS: International Corporate Strategy)教授 楠木 建 氏 
 
「先進テクノロジーの光と影～デジタルワールドを勝ち抜く  IT組織のあり方とは～」 
ガートナージャパン株式会社 日高 信彦 氏 
 
会計情報を作るだけの「知識」から、会計情報を使う「知恵」へ～UNIQLO／ZARA、セブン＆アイ／イオンをケースとして～ 
中央大学 専門職大学院国際会計研究科 教授 経済学博士 高田橋 範充 氏 
 
日本企業のグローバル化と人事の課題 
株式会社LIXILグループ 執行役副社長 八木 洋介 氏 
 
パッケージを選ぶ？ COMPANYを選ぶ？ワークスを選ぶ？～人事部門と業務アプリケーションとの上手な付き合い方～ 
王子ビジネスセンター株式会社 取締役 業務本部長 島田 政明 氏 
 
COMPANYユーザーが語る「IT環境の変化に対応する、新しい時代のIT部門へ」 
～クラウドファースト、ERPパッケージ導入、グループ企業のIT統合、ユーザー部門との新たなパートナーシップとは？～ 
ミサワホーム株式会社 企画管理本部 情報システム部長 兼 業務改革推進部 業務改革推進プロジェクト 宮本 眞一 氏 
 
日系企業におけるIT部門と要員のグローバル化（コンセプトとこれまでの歩み） 
アステラス製薬株式会社 コーポレートIT部 部長 須田 真也 氏 
 
いま必要とされる、真のIT人材を育てる組織とは～ 9つの技術がIT部門に変革をもたらす ～ 
東京海上日動火災保険株式会社 経営企画部 調査企画グループ 参事 兼 IT企画部 参事 牧野 司 氏 
 
「戦略的経理のすすめ」－IFRS早期適用と経営情報の有効活用－ 
楽天株式会社 経理部 部長 大塚 年比古 氏 
 
グループ経営及びそれを支えるインフラ（カンパニー制・経営指標・管理・人材育成） [当社のケース] 
伊藤忠商事株式会社 常務執行役員 経理部長 北村 喜美男 氏 
 
160年の歴史を持つ老舗メーカーが語る新会計システム刷新の裏側～複数のグループ会社における財務・会計の最適化・高度化への取り組み～ 
菅公学生服株式会社 管理本部 総務管理部 経理課 課長 打田 孝司 氏 
 
“売れる”ネット広告～ネット広告で“100%確実”に効果と売上を上げる方法とは？～ 
株式会社売れるネット広告社 代表取締役社長 加藤公一レオ 氏 
 
堀場製作所におけるグローバル人財育成 
株式会社堀場製作所 グローバル人事部 部長 伊藤 克彦 氏 
 
企業内情報共有環境の構築ポイント 
アリエル・ネットワーク株式会社 営業本部テクニカルサポートチーム 髙松 雅尭 氏 
 
鴻池運輸におけるCOMPANY導入事例～人事業務の効率化と戦略的人材育成の実現に向けて～ 
鴻池運輸株式会社 人事部 赤嶺 賢悟 氏 
 
CIO特別公開座談会 ビジネスに貢献する情報化と推進体制とは？ 
<パネリスト>アステラス製薬株式会社 コーポレートIT部 部長 須田 真也 氏／シスメックス株式会社 経営企画本部長 松森 信宏 氏／ 
田辺三菱製薬株式会社 情報システム部長 清水 良 氏／日本交通株式会社 執行役員（総務、財務、システム担当）野口 勝己 氏 
<モデレーター>日経BP社 日経情報ストラテジー副編集長 戸川 尚樹 氏 
 
CFO特別公開座談会 経理・財務部門が、"今"革新する 
<パネリスト>サントリービジネスエキスパート株式会社 執行役員 経理センター長 石川 一志 氏／デュポン株式会社 社長室・取締役専務執行役員 橋本 勝則 
氏／ハイアールアジアインターナショナル株式会社 CFO 経理本部長 萬成 力 氏  
<モデレーター>ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社（JBAグループ） マネージングディレクター 公認会計士 脇 一郎 氏 
 
これからのEC事業を本気で考える～ EC事業者が語る、生の本音バトル～ 
<パネリスト>株式会社テイツー 物流・EC運営部 部長 森崎 俊朗 氏／株式会社東急ハンズ 執行役員 ITコマース部長 兼 ハンズラボ株式会社 代表取締役社長 
長谷川 秀樹 氏／リンナイ株式会社 管理本部 eビジネス推進室 室長 福本 啓史 氏  
<モデレーター>株式会社ワークスアプリケーションズ 製品開発本部 ECシリーズ エグゼクティブアドバイザー 小嵜 秀信 

「COMPANY Forum 2013」 責任者より 
 

「世界で活躍する現役CIOの方々からのご講演により、多くのCIOの方が心
揺さぶられたのではないでしょうか。我々はCIOの皆さまが本セミナーで得
た気付きを、実際に行動に活かすサポートを今後も行って参ります。」 
 
株式会社ワークスアプリケーションズ  
プロダクトソリューション事業本部 ゼネラルマネジャー  鈴木竜 

「COMPANY Forum 2013」 講演者一覧 
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