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永山晴子／Haruko Nagayama

報酬

中村裕治／Hiroharu Nakamura渡辺淳子／Junko Watanabe

谷藤雅俊／Masatoshi Tanifuji

推薦

磯俣克平／Kappei Isomata後藤順子／Yoriko Goto

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社 ボード副議長

・有限責任監査法人トーマツ ボード副議長

・デロイト トーマツ合同会社 推薦委員会委員長

・有限責任監査法人トーマツ 推薦委員会委員長

過去の主な役職

・有限責任監査法人トーマツ包括代表補佐

・有限責任監査法人トーマツ執行役

・Deloitte Touche Tohmatsu.

Energy & Resources Group   Asia Pacific Leader

・トーマツベンチャーサポート株式会社 代表取締役
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役職：ボード副議長・評議員

就任：2018年7月

専門分野：監査・保証業務、

エネルギー

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社 ボード議長

・有限責任監査法人トーマツ ボード議長

・デロイトグローバル Board of Directors  メンバー

・デロイトAP  Board of Directors メンバー

(AP：アジアパシフィック)

過去の主な役職・実績

・有限責任監査法人トーマツ執行役

・デロイト トーマツグループ金融インダストリーリーダー

・世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)へ、

デロイト代表団の一員として参加(2012-2015年)

その他の役職

・30% Club Japan Vice Chair

・社会福祉法人中央共同募金会理事

・慶応義塾大学理事

役職：ボード議長

就任：2018年6月

専門分野：監査・保証業務、

金融

現在の主な役職・実績

・デロイト トーマツ合同会社 評議員

・有限責任監査法人トーマツ 評議員

・デロイト トーマツ合同会社 監査委員会委員長

・有限責任監査法人トーマツ 監査委員会委員長

過去の主な役職

・デロイト トーマツグループ復興支援室長

・有限責任監査法人トーマツ 仙台・盛岡事務所長

兼東北・北海道担当パートナー

・有限責任監査法人トーマツ執行役

役職：評議員

就任：2018年7月

専門分野：監査・保証業務

監査

推薦

※各メンバーの専門分野とは、デロイト トーマツ グループにおけるビジネスおよびインダストリーの分野での経験を意味します。

デロイト トーマツグループ ボードメンバー（2021年10月末時点）

※デロイト トーマツ グループのボードでは以下の委員会を設置し、各自が委員としての役割を担っています。

監査

報酬

エシックス

グループリスク

公益監督

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社 評議員

・有限責任監査法人トーマツ 評議員

・デロイト トーマツ合同会社

グループリスク委員会委員長

過去の主な役職

・有限責任監査法人トーマツ ボードメンバー・執行役

・有限責任監査法人トーマツ

監査事業本部長、東京事業部長

・デロイト トーマツグループ金融インダストリー

監査・保証リーダー

・デロイト Japanese Service Group (JSG)

米州日系企業サービスグループ副統括リーダー

役職：評議員

就任：2020年8月

専門分野：監査・保証業務、

金融

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社 評議員

・有限責任監査法人トーマツ 評議員

・デロイト トーマツ合同会社報酬委員会委員長

・有限責任監査法人報酬委員会委員長

・デロイトAP  Board of Directors メンバー

(AP：アジアパシフィック)

過去の主な役職

・有限責任監査法人トーマツ 経営会議メンバー

役職：評議員

就任：2015年11月

専門分野：リスクアドバイザリー

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社 評議員

・有限責任監査法人トーマツ 評議員

過去の主な役職

・有限責任監査法人トーマツ執行役

役職：評議員

就任：2020年8月

専門分野：監査・保証業務

監査報酬

グループリスク グループリスク
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野邑和輝／Kazuteru Nomura鹿山真吾／Shingo Kayama

小泉寿子／Toshiko Koizumi渋谷憲彦／Norihiko Shibuya香野剛／Tsuyoshi Kono

報酬

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社 評議員

・デロイト トーマツコンサルティング

ビジネスエシックスリーダー
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役職：評議員

就任：2018年7月

専門分野：コンサルティング

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社 評議員

・有限責任監査法人トーマツ 評議員

・デロイト トーマツグループ G&PS インダストリーリーダー

・有限責任監査法人トーマツ

アドバイザリー事業本部 G&PS事業部長

(G&PS：ガバメント＆パブリックサービシーズ)

その他の役職

・一般社団法人超教育協会理事

役職：評議員

就任：2020年8月

専門分野：監査・保証業務、

リスクアドバイザリー

パブリックセクター

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社評議員

・デロイト トーマツウェルビーイング財団

カウンシルメンバー

過去の主な役職

・デロイト トーマツコンサルティング合同会社

D&I(ダイバーシティー＆インクルージョン) リーダー

役職：評議員

就任：2020年8月

専門分野：コンサルティング

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社評議員

・デロイト トーマツ税理士法人 理事会メンバー

・デロイト トーマツウェルビーイング財団

カウンシルメンバー

役職：評議員

就任：2018年7月

専門分野：税務

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社 評議員

・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

執行役

・デロイト AP

ファイナンシャルアドバイザリー TMTリーダー

(AP：アジアパシフィック)

役職：評議員

就任：2019年8月

専門分野：

ファイナンシャルアドバイザリー、

TMT(テクノロジー・メディア・

通信インダストリー)

推薦

グループリスク

監査

推薦

グループリスク

エシックス

監査 エシックス

デロイト トーマツグループ ボードメンバー（2021年10月末時点）
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引頭麻実／Mami Indo

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社独立非業務執行役員

・有限責任監査法人トーマツ 独立非業務執行役員

・味の素株式会社 社外取締役

・東京ガス株式会社 社外取締役

・AIGジャパン・ホールディングス株式会社

社外監査役

・企業会計審議会監査部会 臨時委員

過去の主な役職

・証券取引等監視委員会委員

・公認会計士・監査審査会 委員

・株式会社大和総研 専務理事

ほか

役職：独立非業務執行役員
(INE: Independent Non-Executive)

就任：2021年7月

公益監督

三好崇司／Takashi Miyoshi 

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社独立非業務執行役員

・有限責任監査法人トーマツ 独立非業務執行役員

過去の主な役職

・株式会社日立製作所

代表執行役副社長兼取締役

ほか

役職：独立非業務執行役員

(INE: Independent Non-Executive)

就任：2017年6月

公益監督

國井泰成／Taisei Kunii永田高士／Takashi Nagata

橋本孝之／Takayuki Hashimoto

現在の主な役職

・有限責任監査法人トーマツ包括代表

過去の主な役職

・有限責任監査法人トーマツ 東京監査本部本部長

・有限責任監査法人トーマツ 経営会議メンバー

・有限責任監査法人トーマツ 執行役

その他の役職

・一般財団法人会計教育研修機構理事

・公益財団法人財務会計基準機構評議員

役職：

有限責任監査法人トーマツ

包括代表

就任：2018年6月

専門分野：監査・保証業務

現在の主な役職

・デロイト トーマツグループCEO

・ Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Executive Committeeメンバー

・デロイトAP Executive Committeeメンバー

(AP：アジアパシフィック)

過去の主な役職

・デロイト トーマツグループ ボード議長

・有限責任監査法人トーマツ ボード議長

・ Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Governance Committeeおよび

Board of Directorsメンバー

・有限責任監査法人トーマツ ボードメンバー

・有限責任監査法人トーマツ 包括代表代行

・有限責任監査法人トーマツアドバイザリー事業本部長

役職：グループCEO

就任：2018年6月

専門分野：監査・保証業務、

リスクアドバイザリー

現在の主な役職

・デロイト トーマツ合同会社独立非業務執行役員

・有限責任監査法人トーマツ 独立非業務執行役員

・日本アイ・ビー・エム株式会社 名誉相談役

・カゴメ株式会社 社外取締役

・中部電力株式会社 社外取締役

・株式会社三菱ケミカルホールディングス

社外取締役

過去の主な役職

・日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役会長

・日本アイ・ビー・エム株式会社 代表取締役社長

ほか

役職：独立非業務執行役員

(INE: Independent Non-Executive)

就任：2021年7月

公益監督

内藤裕史／Hiroshi Naito

現在の主な役職

・DT弁護士法人 パートナー

・有限責任監査法人トーマツ 法人外監査委員

・デロイト トーマツ合同会社 ボード外監査委員

過去の主な役職

・DT弁護士法人 代表社員

役職：ボード外監査委員

就任：2015年11月

専門分野：法務

監査

グループリスク

エシックス

デロイト トーマツグループ ボードメンバー（2021年10月末時点）
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