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テクノロジーが急速な進歩を続けると共に、世界各地でナショナリズムが勢いを増すなど
日本企業にはさらなる成長を実現するための変革が求められています。
本フォーラムでは、「第21回 PwC世界CEO意識調査」の結果から、日本企業にとって今後のビジネスに影響を与えるであろう
3つのテーマ「デジタル化時代の「稼ぐ力」の強化とガバナンス」、「イノベーションのためのM&A」、「デジタル時代の人材戦略」をとりあげ、
その対応について各分野に精通した気鋭のパネリストとPwCのプロフェッショナルが掘り下げていきます。
日本企業の成長の在り方を探るPwC グローバル メガトレンド フォーラムにぜひご来場ください。

検索グローバル メガトレンド フォーラム 2018主催 

▲

PwC Japanグループ

開催日時 ： 2018年2月22日（木）13：30～19：30　（13：00 受付開始）
会     場 ： ザ・プリンス パークタワー東京 B2F コンベンションホール（東京都港区芝公園4-8-1）
対 象 者 ： 経営者、経営企画部門、海外部門、経理・財務部門、人事部門、リスクマネジメント部門、

 監査部門、各事業部門の部門長およびご担当者
参 加 費 ： 無料 （事前登録制） ※お申し込み多数の場合は抽選となりますので予めご了承ください。

お問い合わせ▶ PwC グローバル メガトレンド フォーラム 事務局   Tel：03-6811-7779　Email：mtforum@event-info.jp
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PwC Global Megatrends Forum

デジタル化とナショナリズムがもたらす新しいグローバリゼーションに、
日本企業の成長戦略と取り組むべき課題を考える
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お申し込みの際にご記入いただきました個人情報は、PwC Japanグループ各法人の個人情報保護方針に従って適切に管理いたします。詳細の取り扱いについては、PwC Japanグループ各法人のウェブサイトの個人情報保護方針
（http://www.pwc.com/jp/ja/japan-privacy.html ）をご覧ください。

＊プログラム・講演者は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

■個人情報の取り扱いについて

PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立して事業を行い、相互に連携をとりながら、監査およびアシュアランス、コンサルティング、ディール
アドバイザリー、税務、法務のサービスをクライアントに提供しています。

懇親会

国内市場の成長が期待できない中、日本企業にとってグローバル
化は選択の余地のない成長への一本道とさえ言える。一方で、グ
ローバルでの経済構造の一体化と、各地域のローカル化という一
見相反する変化が同時に進行している。新たなグローバル市場で
成功するための要件を、各社との議論から探る。

新しい世界へ /New Globalisation
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キーノートセッション

新しいグローバリゼーションの複雑性を読み解く
第21回世界CEO意識調査を踏まえた日本のリーダーへの示唆

クロージング
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政府が発表した「未来投資戦略2017」で
は、企業の「稼ぐ力」を強化するためのコー
ポレートガバナンスの変革が掲げられてい
る。 デジタル化が加速する時代において、
「稼ぐ力」を強化するために国は企業に何
を求め、企業はどのような対応が求められ
るのか。また、このような時代に必要なガ
バナンスとは何か。

デジタル化時代の
「稼ぐ力」の強化とガバナンス

テクノロジーの進化により産業の垣根が
なくなり、自社のみの技術やサービス開発
だけでは競争優位を維持することは難し
く、M&Aは欠かせない手段。全く違った技
術や業界を受け入れるM&Aで重要なこと
は何か。

イノベーションのためのM&A
～化学品メーカーによる
ヘルスケア領域の海外事業買収事例～

デジタル時代の人材と人材マネジメントの
あるべき姿を探る。また、ロボティクスやAI
など自動化がもたらす人材の配置転換に
どう対応するか。
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