
 

1982 年  6 月  米国スタンフォード大学工学部 卒業 
1991 年  5 月  米国コロンビア大学経営大学院（MBA） 修了 

 
職歴 

1982 年   9 月  アクセンチュア㈱ 入社 
2005 年   9 月  同社 代表取締役 
2006 年   4 月  同社 代表取締役社長（2009 年－2010 年 グローバル経営会議メンバーを兼務） 
2015 年   9 月     同社  取締役会長 
2017 年   9 月     同社  取締役相談役 
2018 年   7 月     同社  相談役 
2021 年   8 月     同社  退社 
2021 年   7 月     ベイヒルズ株式会社 代表取締役 
 

 職歴（社外） 
2016 年   6 月  三井住友 DS アセットマネ～ジメント㈱ 取締役（現任） 
2017 年 12 月  ㈱マイナビ 取締役（現任） 
2018 年 6 月 コニカミノルタ㈱ 取締役（現任）、取締役会議長（２０２２年~） 
2018 年 7 月 サントリーホールディングス㈱ 顧問（現任） 
2019 年 6 月 三菱ケミカルグループ㈱ 取締役（現任） 
2021 年 6 月 オリックス㈱ 取締役（現任） 
2021 年 9 月 カーライル・ジャパン・エルエルシー シニア・アドバイザー（現任） 

 
そのほか主な兼務 
 内閣府 休眠預金等活用審議会 委員兼会長代理（2017 年～） 
 内閣府 革新的事業活動評価委員会 委員（2018 年～2021 年）、新技術等効果評価委員会評価委員（2021 年～） 
 文科省 卓越大学院プログラム  (独)日本学術振興会  卓越大学院プログラム委員会委員（2018 年～） 
 
 東京大学 エグゼクティブ・マネジメント・プログラム外部講師（2008 年～2016 年）  
 早稲田大学 客員教授（2010 年～） 
 東京大学 経営協議会委員 （2016 年～） 
 東京大学 総長選考会議委員（2016 年～2021 年） 
 東京大学 特定研究成果活用支援事業外部評価委員会委員（2017 年～） 
 東京大学 産学協創推進本部諮問会議委員（2018 年～） 
 東京大学 未来社会協創推進本部アドバイザリーボード委員（2018 年～） 
 東京大学 産学協創・社会連携協議会アドバイザー（2019 年～） 
 東京大学 uTIE 専門委員会委員（2021 年～） 
 東京大学 財務経営本部 アドバイザー（2022 年 4 月～） 
 
 経済同友会 幹事（2009 年～2017 年、2021 年～）、経済同友会 副代表幹事（2017 年～2021 年） 
 日本経済団体連合会 審議員（2014 年～2021 年） 
 新経済連盟 幹事（2015 年～） 

 
 公益財団法人 マブチ国際育英財団 理事（2005 年～2020 年） 

 一般財団法人 ソーシャル・ビジネス・プラットフォーム 理事（2012 年～2021 年） 

 一般社団法人 SKY Labo 監事（2016 年～） 

 公益財団法人 21 世紀職業財団 評議員（2018 年～） 
 公益財団法人 日本フィランソロピック財団 理事（2021 年～） 

  

程  近 智
ほ ど   ち か  と も

            
 

ベイヒルズ株式会社 代表取締役 

 



Chikatomo Kenneth Hodo 
 

 

 

 

 

 

 

Bayhills Co., Ltd. 

Representative Director 
 

 
Chikatomo Hodo is former Chairman and President of Accenture Japan. He served as the Chairman of Accenture 
Japan from 2015-2017 and as the President of Accenture Japan with overall responsibility for Accenture’s 
business in Japan from 2006-2015.  He became Senior Managing Director in 2007 and also served as the member 
of the Accenture’s Global Executive Leadership Team during 2009 and 2010.  
 
During his career with Accenture, Mr. Hodo has worked on numerous projects for more than 70 clients across a 
wide range of industries, including communications, high technology, manufacturing, distribution, financial 
services, chemicals, consumer products, retail, public service and others.  
 
He is a frequent speaker at major business conferences and has lectured at leading universities in Japan, including 
Waseda University, Sophia University and The University of Tokyo. He has been a Visiting professor at Waseda 
Business School since 2010 and he now serves on the Administrative Council of University of Tokyo. He has 
authored numerous books and articles for prestigious business publications. 
 
He now serves on Boards of ORIX Corporation (public), Mitsubishi Chemical Group (public), Konica Minolta 
(public), Sumitomo Mitsui DS Asset Management (private), and MyNavi (private).  At Konica Minolta, he is 
also the Chairman of the Board.   He has advisory roles with Suntory Holdings (private) as well as in the public 
sector including the Japanese government (Cabinet Office, Ministry of Economy, Trade, & Industry, Ministry of 
Education).  He has been appointed as Senior Advisor to Carlyle Japan’s advisory team from 2021.  He also is a 
member of the Administrative Council of University of Tokyo.  He was Vice Chairman/Executive Director of the 
Japan Association of Corporate Executives from 2017 to 2021. He is also an active investor in venture capital 
spanning from Silicon Valley, Japan, |Asia and India.   He is also keen in contributing to expand the Japanese 
startup ecosystem. 
 
He joined Accenture in 1982 in Tokyo and became a partner in 1995. He holds a Bachelor of Science degree in 
Industrial Engineering and Management from Stanford University and an MBA from Columbia Business School. 

 


