
 

 
 

 
 
 
 

『守るから攻める IT戦略へ 

～ビックデータ活用＆Fintechの最前線～』 

 
主催：  有限責任監査法人 トーマツ 

金融インダストリーグループ 

 

今回のセミナーでは、昨今、注目を浴びているビックデータ活用と Fintechの最前線を解説します。 

まず、金融機関にとって、経営上の意思決定のためにビックデータを活用するという命題がかつてないほど脚光を浴び

ています。その理由には、「実効的なリスクデータ集計とリスク報告」をはじめとした経営情報の構築と運用にかかる規制

が強化されつつあることが挙げられます。また、蓄積されたデータで過去を振り返り、明確な KPIに基づいて経営を「管理」

するだけでなく、顧客行動を掴み顧客満足度を高めるために新規サービスを生み出したり、FinTech を活用した新たな競

合の登場に対応したりと、日常的に迅速な「判断」が求められる時代になってきたことも背景にあります。 

両方に共通する喫緊の課題は、現場で意思決定をするビジネスパーソンが、必要なときに必要な場所でデータを確認

するだけでなく、ビックデータに対するいろいろな疑問を投げかけ、その場で試行錯誤できる環境の構築です。しかし、現

実には IT部門やデータサイエンティスト、データアナリストといった専門家は、どこの金融機関でもリソースが限られており、

実現には課題が多くあります。 

次に、Fintech とは、ファイナンスとテクノロジーを組み合わせた造語であり、金融と IT 技術の融合で活躍するスタート

アップ等から産まれた新しい金融サービスを指します。特に、昨今の金融業界は、一種のイノベーションのジレンマを抱え、

これを突破するために外部のベンチャー企業と業務提携等をする事例が増加しています。また、2015 年 12 月に開催され

た金融審議会の「金融グループを巡る制度のあり方に関するワーキング・グループ」において、一定の条件を基に、ＩＴ企

業等への出資に際して、銀行法の出資制限を緩和するといった検討が行なわれる等、Fintech は注目を浴びています。 

多くの場合、Fintechは既存金融機関において脅威と捉えられがちですが、今このタイミングで取り組むことによって、逆

にチャンスとして捉えることができるとも考えられます。Fintech分野も現在、大きな変化が起こり始めているのです。 

本セミナーでは、守るから攻める IT 戦略として、「ビックデータを活用したＩＴ戦略を実現する上でどのようにデータ活用

環境を構築すべきか」及び「本邦金融機関を取り巻く Fintech」にかかる最前線をご紹介致します。 

ご多忙とは存じますが、お繰り合わせのうえ、ぜひご参加くださりますようご案内申し上げます。 

 

  



 

【セミナー概要】 

■開催日時 平成 28年 3 月 2日（水） 14：00～16：30 

■内容 

時間 内  容 講  師 

14:00～14:10 挨拶 
有限責任監査法人 トーマツ 

パートナー 大竹 新 

14：10～15：10 

経営情報とデータをめぐる組織とプロセス 

 ICTの活用とCDOの役割 

 海外・国内のデータ活用事例（リテール戦略のための顧客

セグメントダッシュボード、金融資産の将来リスク・リター

ンの可視化・シミュレーションによるのポートフォリオマ

ネジメント） 

有限責任監査法人 トーマツ 

シニアマネジャー 服部 邦洋 

15：10～15：20 休憩 

15：20～16：30 金融機関×FinTech ～金融ビジネスの勢力図が変わる～ 
トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

 大平 貴久 

＊ テーマは変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。 

 

■会場 有限責任監査法人 トーマツ 大阪事務所 6階 研修室（小） 

〒541-0042 大阪市中央区今橋四丁目 1-1 ※詳細は 3ページ目地図をご参照 

■定員 60 名 

              ※ 同業者の方、もしくはお申し込みが定員を超えた場合にはお断りする場合もありますので、ご了承下さい。 

■対象者 金融機関の経営企画部門、経営管理部門、システム部等の役職員の方 

■受講料 無料 

■申込方法 Webサイト（http://www.deloitte.com/jp/semi2863）より、または FAX にてお申し込み下さい。 

※ 本セミナー申込に際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。 

ご回答いただく内容は、SSL暗号化通信により内容の保護を図っております。 

※ お申し込みは 1名様ずつのご登録が必要となります。 

※ 過去にデロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申し込みいただいた方、または現在当グループの 

 メールマガジンをご購読いただいている方は、ご登録済みの ID・パスワードで簡単にお申し込みいただけます。 

■注意事項    当日はお名刺をお持ち下さい。 

 

■講師の経歴 

有限責任監査法人 トーマツ ：シニアマネジャー 服部 邦洋 

略歴： 都市銀行を経て、監査法人トーマツに入社。米国公認会計士。有限責任監査法人トーマツおよび

米国デロイトコンサルティング LLP にて会計・経営コンサルティングに従事した。  

現在は、ビジネス・アナリティクスを活用した経営コンサルティング業務に従事している。 

特に、アナリティクス組織の立ち上げ支援や新規事業立ち上げ支援を実施。 

トーマツ ベンチャーサポート株式会社 ： 大平 貴久 

略歴： 独立系 IT コンサルティングファームにて、金融サービス企業(クレジットカード、証券、消費者金融)

に対する、「企業合併による IT 基幹システム統合」「PMO 支援」「IT 戦略策定」「法対応システム総

点検」「システム保守運用支援」に従事。その後、東京カレンダー株式会社事業開発部へ出向。 

Web プロデューサーとして、「WEB メディア事業」「EC 事業」「電子書籍事業」「クラウドファンディン

グ事業」「有料会員事業」「イベント事業」の６事業を立ち上げる。2015 年トーマツベンチャーサポー

ト株式会社に参画。IT 技術＆金融業界への知見と新規事業創出経験、メディア運営経験を活かし、

ベンチャー企業支援(FinTech、メディア、動画、EC 領域)と大企業向け新規事業開発コンサルティ

ングを提供。特にFinTechに関しては、国内100社以上のベンチャー企業とコンタクトを持ち、2015

年 6月から各金融機関の頭取向けに講習会プレゼンテーションも多数実施。 

 

http://www.deloitte.com/jp/semi2863


 

 
 

 

■会場 

大阪事務所 

大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1  

淀屋橋三井ビルディング 6 階 研修室（小） 

 

 地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 10番出口直結  

 京阪本線 淀屋橋駅 3番出口から徒歩 1 分  

 地下鉄四ツ橋線 肥後橋駅 5-A出口から徒歩 6 分 

 

 

■問い合わせ先  

セミナーの内容に関するお問い合わせ  

金融インダストリーグループ担当：北條 

Tel： 06-4560-6023／ Fax： 06-4560-6020 

E-mail：akihiro.hojo@tohmatsu.co.jp 

 

お申込み手続きに関するお問い合わせ セミナー事務局 担当：米倉/中嶋 

Tel：06-4560-6006 / Fax：06-4560-6019 

E-mail：kansai_seminar_jimukyoku@tohmatsu.co.jp 

※ Webよりお申し込みができない場合は、担当者までご連絡ください。 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよび

そのグループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合

同会社、デロイト トーマツ税理士法人および DT 弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッ

ショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を

提供しています。また、国内約 40都市に約 8,700名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本

企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“ＤＴＴＬ”）ならびにそのネットワーク組織

を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個

の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTL およびそのメンバーファームについての詳細

は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 

 

© 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC. 
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有限責任監査法人 トーマツ 大阪事務所 セミナー事務局 担当：米倉 

〒541-0042 大阪市中央区今橋四丁目 1番 1号 淀屋橋三井ビルディング 

TEL：06-4560-6006／FAX：06-4560-6019 
 

守るから攻める IT戦略へ 申込書 

 

以下の項目をご記入のうえ、FAX（06-4560-6019）でお申し込みください。 

後日、受講票を E メールで配信致しますので、E-mailアドレスは必ずご記入くださいますようお願いいたします。 

 

（フリガナ） 

貴 社 名 

 

 

ご所在地および 

ご連絡先 

〒 

 

TEL： FAX： 

ご参加者氏名① 

ご所属・ご役職 
（フリガナ） 

ご芳名 

 

E-mail： 

ご参加者氏名② 

ご所属・ご役職 
（フリガナ） 

ご芳名 

 

E-mail： 

 

 

 

個人情報利用目的 

デロイト トーマツ グループでは、企業の皆様にとって有益な各種最新情報を適宜提供をさせていただくために、ユーザー登録をしていただ

いております。ユーザー登録をしていただくと、今後のデロイト トーマツ グループ主催セミナーへの参加申込やデロイト トーマツ グルー
プ発行のメールマガジンの購読申込などが簡単に行えるようになります。また、各種の最新情報提供サービスをユーザー登録制によって運営
させていただいております。本セミナーに申し込まれた方のユーザー登録を、お申込情報に基づいて行い、本セミナーの運営及び各種最新情

報提供のために利用させていただききます。 
 
デロイト トーマツ グループ各社の個人情報保護の取り組みについては、http://www.deloitte.com/jp/privacyをご参照ください。 

 
今後、情報提供を停止されたい方は、大変お手数ではございますが、セミナー終了後、セミナー事務局までご連絡ください。 
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