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コンテンツ一覧

『Impact Report 2021』では、「経済社会の変革のカタリスト」を標榜するデロイトトーマツの

2021年度（2020年6月1日～2021年5月31日）に展開してきた主要な活動とその成果を紹介します。

加えて、当年度にAspiration Goalとして掲げた「Well-being（ウェルビーイング）社会」の構築に向けて、

根幹をなす経営基盤や活動推進体制をどのように拡充・強化しているかを最新の取り組みも含めて説明しています。



写真

本レポートの対象期間（2020年6月1日～2021年5月31

日以下、当年度）は、新型コロナウィルス感染症の影響

から新しい生活様式が求められたり、政府・行政や企業の

デジタル化の必要性がクローズアップされたりと、日本社会

全体がこれまで以上に困難な課題や大きな変革への対応

を迫られた時期と重なっています。また、日本政府が「2050

年カーボンニュートラル実現」という目標を打ち出したことが、

気候変動対応への取り組み機運を一気に高めたことに象

徴されるように、これまでの経済価値中心の成長モデルから

社会価値と経済価値を両立させる持続可能な成長モデル

への転換が不可避であることが明確に示された一年でした。

こうした中で、デロイト トーマツ グループ（以下、デロイト トー

マツまたは当グループという）は、かねてから自らのありたい

姿（Aspiration）として標榜する「経済社会の変革のカタ

リスト」、すなわち「触媒」としての本領を発揮すべく、様々な

領域で産官学の垣根をこえた新たな連携の機会を創出し、

ポストコロナの時代を切り拓く経済社会システムのあり方を

追求してきました。デロイト トーマツは、1968年に設立された

日本初の全国規模の監査法人である「等松・青木・津田・

塚田・青木・宇野・月下部会計事務所」を源流としており、

1万5千人を擁する総合プロフェショナルファームに発展した

現在においても、グループの根底には社会的公正の実現に

対する強い使命感が脈々と受け継がれています。このような

社会的使命感を共通の基盤として、多様なプロフェッショナ

ルが専門領域をこえて連携・共創することで、次世代の経

済社会のあり方を大胆に構想し、その実現に向けた変革を

様々な角度から推進しています。当年度においても、世界

経済フォーラムと協働で、日本が今後推進すべき「グレート・

リセット」（経済・社会システム基盤の抜本的な変革）の

あり方を、各界を代表するリーダーの方々から寄せられた洞

察に基づき提言しました。また、カーボンニュートラル実現に

向けた気候変動対応や政府・公共部門のデジタル変革加

速といった最重要な経済社会テーマに関してグループ横断で

のCEO直轄のイニシアチブを始動し、幅広い専門性や国内

外のネットワークを駆使した取り組みを展開してきました。

さらに、社会価値と経済価値の同時追求が「当たり前」に

なる中で、デロイト トーマツ自身がこれからの社会といかに向

き合い、どのような社会価値を創出していくべきかについて、

明確な指針を示すことが一層強く求められるようになります。

当年度においては、こうした課題意識から、グループ内外の

多くの方々と議論を重ね、具体的な社会価値創出につな

がる活動基盤をこれまでとは異なる次元で拡充・強化して

いくための取り組みも進めてきました。そして、これらを集約す

る形で、東日本大震災から10年の節目となる2021年3月

11日に、これまでの復興支援などへの関与を通じて培った

経験を次世代に繋げる意味も込めて、私たちが展開する

様々な社会価値創出の取り組みの基軸となる

Aspirational Goal（アスピレーショナル ゴール／目指すべき

社会の姿）として、「人とひとの相互の共感と信頼に基づく

『Well-being（ウェルビーイング）社会』」の実現を目指すこ

とを定め、ステークホルダーへの発信も開始しました。

私たちが目指す「Well-being社会』とは、一人ひとりの個人

のレベル（Personal／パーソナル）、私たちが属する地域コ

ミュニティの集合体である社会のレベル（Societal／ソシエタ

ル）、そして、それらすべての基盤である地球環境のレベル

（Planetary／プラネタリー）という3つのレベルで構成され、

それぞれのレベルでWell-beingの継続的な改善・向上が図

られ、全ての人々の主体的な関与を通じてその成果を実感

し、共に分かち合うことができている社会であると考えます。3

つのWell-beingは「トレードオフ」ではなく「トレードオン」の関

係にあることから、個人・社会・地球環境の3つのレベルで

Well-beingを相乗的に高めていくことが必要不可欠です。

本レポートは、当年度を振り返り、デロイト トーマツが展開し

てきた主要な活動とその成果をご紹介しながら、私たちが

「Well-being社会」の実現を目指して、３つのWell-beingに

関わる領域で今後に向けてどのように経営基盤や活動推

進体制を拡充・強化しようと取り組んでいるかについても説

明しています。本レポートの刊行が、私たちデロイト トーマツの

経営の透明性の向上に寄与するとともに、ステークホルダー

の皆様に当グループをより良くご理解いただき、「Well-being

社会」の実現にむけた様々な対話と連携の輪が広がる契

機となることを期待しています。

CEO Message :「デロイト トーマツグループ Impact Report 2021」の発行によせて
経済社会の変革のカタリストとして、『Well-being（ウェルビーイング）社会』の実現を目指す

デロイト トーマツ グループCEO 

永田高士



デロイト トーマツ グループが目指す「Well-being（ウェルビーイング）社会」とは、一人ひとりの個

人のレベル（Personal／パーソナル）、私たちが属する地域コミュニティの集合体である社会のレ

ベル（Societal／ソシエタル）、そして、それらすべての基盤である地球環境のレベル（Planetary

／プラネタリー）という3つのレベルから構成され、それぞれのレベルでWell-beingの継続的な改

善・向上が図られ、全ての人々の主体的な関与を通じてその成果を実感し、共に分かち合うこと

ができている社会であると考えられます。3つのWell-beingは、「トレードオフ」ではなく「トレードオン」

の関係にあることから、個人・社会・地球環境の3つのレベルでWell-beingを相乗的に高めていく

ことが必要不可欠です。

「Well-being社会」の起点に位置づけられているのがPersonal Well-beingです。当グループのよう

なプロフェショナルファームの最大の財産は、そこに集う人材に他なりません。当グループでは、あら

ゆる人材が安心・安全に働くことができ、一人ひとりのメンバーの多様な個性や違いが十分に尊

重される環境づくりを奨励することで、互いに共感し、信頼できる組織カルチャーの醸成に努めて

います。こうした基盤のもとに、一人ひとりがプロフェッショナルとしてやりがいを感じて、個々の意欲

やポテンシャルに応じて継続的に自己成長を追求できるように、様々な研修・トレーニングやキャリ

ア機会の提供を行っています。これにより、メンバー一人ひとりが、それぞれのPersonal Well-being

を追求することを通じて、能動的に「Well-being社会」の実現に貢献していくことを可能にするよう

な好循環の創出を目指しています。

私たちは、Societal Well-beingに関わる領域においても、人を起点にした取り組みに主眼を置い

た活動を行っています。デロイト トーマツ グループは、東日本大震災で被災された地域、特に岩

手・宮城・福島の３県に拠点を持つ総合プロフェッショナルファームとして、大震災から10年余りを

経た今も、復興を支える地域の「ひと」づくりに焦点を当てた復興支援を継続しています。こうした

経験を踏まえ、国内外の様々な地域社会課題の解決において、人材の育成や教育を中核に

据えた独自の貢献を積極的に進めると共に、政府・地方自治体、企業、教育機関、関連

NPO/NGOなどの異なるセクターの人々との連携を推進しています。また、教育（Education）、

スキル開発（Skills）、機会創出（Opportunity）の 3分野で、2030年までに全世界で累計1

億人の人々に対してポジティブなインパクトを及ぼすことを目指すデロイトのグローバルな取り組み

であるWorldClassに参画し、グローバルネットワークと連携しつつ、日本発の多様な取り組みを

展開しています。

Planetary Well-beingに関わる領域においては、「Just Transition（公正な移行）」という考え

方に立ち、「2050年カーボンニュートラル実現」に向けて、全てのステークホルダーの協調連携を促

進し、新たな社会的弱者を生み出さないことを念頭においた変革を全方位的に支援しています。

また、デロイトのグローバルの取り組みであるWorldClimateと連動して、2030年までに自らの活

動に由来する温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目指しています。

人とひとの相互の共感と信頼に基づく

「Well-being社会」を目指して

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/restoration-project-message.html?_ga=2.113593410.436292385.1635121804-1239767995.1615861049&_gac=1.15345538.1634086604.EAIaIQobChMIi_3E3LPE8wIVBbeWCh2V3AKeEAAYASAAEgLDQvD_BwE
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/worldclass.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/srr/realization-of-just-transition.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/worldclimate.html
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Business

「経済社会の変革のカタリスト」をありたい姿として掲げ、

専門領域を越えた協働による価値を創出する

デロイト トーマツ グループは、総人員15,500名の日本最大級のプロフェッショ

ナルグループです。グループのガバナンスおよび経営執行機能を担うデロイト

トーマツ合同会社、５つのビジネス、およびコーポレート機能から構成されてい

ます。５つのビジネスは「監査・保証業務」、「リスクアドバイザリー」、「コンサ

ルティング」、「ファイナンシャルアドバイザリー」、「税務・法務」で構成されてい

ます。

当グループは、「経済社会の変革のカタリスト」、すなわち「触媒」となることを

自らのありたい姿（Aspiration）として掲げ、5つのビジネスのプロフェッショナ

ルが専門領域を越えて連携・協働することで、新たな価値の創出や高度な

課題解決を通じて、クライアントだけでなく経済社会全体に求められる変革

の推進に貢献していくことを目指しています。私たちは、こうした存在になるた

めに、経済社会の変革を、「Envision：ビジョンの構築」、「Transform：変

革の推進」、「Assure：信頼性の付与」という3つの局面で捉え、様々な活

動を行っています。
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Envision：ビジョンの構築
経済社会に関わる重要な課題の解決には、これまでの延長線上にない本質的な変革が求められます。そのためには、まず、変革を通じて実現すべき社会の姿について、

確固たるビジョンを構築する必要があります。デロイトトーマツでは、既存の業界や産官学などのセクターの垣根を越えて多様なプレイヤーを結び付け、こうしたビジョンの構

築や、その裏付けとなる新たなルールの形成を促進する活動を進めています。

Transform：変革の推進
不確実性が高まる経済社会において変革を効果的に進めるには、その確固たる道筋を描くとともに、あらゆるリスクや機会をとらえ、すべてのステークホルダーから積極的

な関与・協力が得られるような全体観のある取り組みを展開することが肝要です。特に、これからの時代において変革を加速する上では、デジタル・テクノロジーの活用が

重要な鍵を握っています。デロイトトーマツは、日本企業が個別分野ごとの部分最適的なデジタル導入から脱却し、デジタル・テクノロジーを徹底的に活用して経営モデル

全体を根本的に変革することを目指す「“dX”=Business Transformation with Digital」の必要性を提唱しています。

Assure：信頼性の付与
経済社会の変革は、前述のように、その裏付けとなる新たなルールの形成を伴います。資本市場をはじめとする様々な社会システムの中で、新たなルールに即したパフォー

マンスの測定と、それに基づく信頼性の付与の仕組みを機能させる必要があります。また、企業経営の立場からは、こうした新たなルールやその背景にあるリスク・不確実

性を前提としたガバナンスの高度化が求められることになります。

デロイト トーマツは、監査の信頼性に基礎を置くグループとして、デジタル化がさらに急速に進展する未来社会での会計監査のあるべき姿を構想し、それに即して自らが提

供する会計監査を変革するAudit Transformationの取り組みを推進しています。
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デロイト トーマツ グループ全体の2021会計年度（2020年6月～2021年5月以下、FY21）

の業務収入は前年度（FY20）比で約15 ％増の2,738億93百万円となりました。内訳と

しては、監査法人（監査・保証業務、リスクアドバイザリー）が1,236億76百万円（前年

比8％増）、コンサルティング・ファイナンシャルアドバイザリー等グループ会社が1,246億円36

百万円（同25％増）、税理士法人・弁護士法人等グループ会社が255億80百万円

（同8％増）でした。

デジタルへの投資（AEB、Audit Innovation）

デロイト トーマツは従来プロフェッショナルが人手をかけて提供していた専門的な知見やサー

ビスをデジタル・アセット化し、速やかに課題を可視化するとともに、それと組み合わせる形

で、プロフェッショナルがより高度なアドバイザリーや変革支援サービスを提供する、「AEB：

Asset-enabled Business」と呼ばれる新たな事業モデルの確立に注力しており、FY21におけ

る投資額は2,906百万円に上りました。また、監査業務において、テクノロジーとプロフェッ

ショナルの知見が有機的に結合し、付加価値のある洞察を提供すると共に社会全体での

コストの低減に貢献する「Audit Innovation」の取り組みを進めており、その投資額は3,008

百万円となりました。

業務収入推移（百万円）

FY2019 FY2020 FY2021

221,365 237,802 273,893

91,500
99,510

124,636

21,146

108,718

23,699

114,592

25,580

123,676

税理士法人、弁護士法人等 グループ会社

監査法人（監査・保証業務、リスクアドバイザリー）

コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等 グループ会社

FY21の業績について
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監査・保証業務
監査・保証業務は、COVID-19がもたらした課題に迅速かつ効果的に対応し、一貫して質の高い監査を提供し続けました。企業の適正な財務報告と内部統制の向上、

さらに資本市場の信頼性を担保し、その発展に貢献し続けるため、最新テクノロジーを活用したAudit Innovationを推進するとともに、グローバル対応力の強化、監査先と

のコミュニケーション向上の取り組みに注力しています。

リスクアドバイザリー
リスクアドバイザリーは、組織、テクノロジー、金融取引などに関わる広範なリスクを効果的に管理する専門性に基づき、企業やパブリックセクターに様々なリスクアドバイザ

リーサービスを提供しています。FY21は民間企業やパブリックセクターのデジタルトランスフォーメーションの加速、気候変動対応を含むサステイナビリティ経営の深化、サプライ

チェーンにおけるリスク管理の強化など、昨今急速に重要性を増してきた経営課題に関してクライアントへの支援・サービスを拡充しました。また、デジタルトランスフォーメーショ

ンの推進に伴い、サイバー脅威が急激に増加する中で、サイバーセキュリティに関わるアドバイザリーサービスを強化しました。

コンサルティング
コンサルティングは、イノベーション、トランスフォーメーションに取り組むクライアントに対して、ビジネスとテクノロジーの観点から戦略を提案・遂行支援し、クライアントがマーケッ

トをリードするために必要なコンサルティングサービスをEnd-to-Endで提供しています。コロナ禍の中で、あらゆる局面において変革に迫られたクライアントの伴走者として、さま

ざまな課題解決を支援してきました。また、その実装の局面では、テクノロジー企業との連携も強力な原動力となりました。引き続きデジタル、クラウド・トランスフォーメーショ

ン、データアナリティクス等、デジタル領域のケイパビリティを拡大・強化し、我々自身の自己変革を続けていきます。

税務・法務
税務および法務は、コロナ禍の中で顕在化した課題に、クライアントが迅速に対応・解決できるよう支援しました。リモートワークを取り入れる際の課題から、コソーシングやア

ウトソーシングに代表される、税務に関連したオペレーション改革を支援する需要が高まりました。加えて、税務部門や法務部門の業務変革、企業の再編や合理化に対す

る助言についても引き合いが高まりました。今後、政府が経済の安定化に向けて取り組む中での税制措置など、様々な影響についてクライアントの舵取りを支援するととも

に、進行中の税制改革への取り組みやデジタルサービス税についてもクライアントが迅速に適応できるよう努めていきます。

ファイナンシャルアドバイザリー
フィナンシャルアドバイザリーは、企業価値を向上し持続的成長を実現するためのM&Aや、企業価値の急激な低下を抑制するためのクライシスマネジメントといった、クライア

ントの状況やニーズに応じた専門性の高いサービスをEnd-to-Endで提供しています。コロナ禍の中で、クライシスマネジメントサービスにおいては、政府の経済対策に関わる支

援をグループ一体となって行いました。また、M&A業務に関しては、ケイパビリティの拡大のために他社と協業やM&Aを実施しました。その他、スタートアップや企業のイノベー

ション領域でのサービスや、デジタルを活用した新サービスの開発を進めています。

FY21の業績について 各ビジネスの事業活動の概況
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公益（パブリック・インタレスト）

デロイト トーマツにおいて私たちが行うすべての活動は、

「責任あるビジネス」に対するコミットメントによって支えら

れています。私たちは、自らが正しいことをするだけでは

なく、自らの影響力を有効に活用することでより良い社

会規範を育み、また、クライアントの行動を通して「責

任あるビジネス」が幅広く実践されることで、広く公共の

利益に寄与することを目指しています。デロイトトーマツ

は、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティ

ング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務・法務の各分

野で専門的なサービスを提供する際には、常に公共の

利益のために行動し、最高の倫理基準を実践すること

で、高い品質の維持・向上を努めています。加えて、独

立した第三者である独立非業務執行役員（以下

「INE」）に、ボードへの陪席を得ると共に、INEのみで構

成される公益監督委員会において、当グループが公益

的な役割を果たし、ステークホルダーからの期待に応え

ているかという観点から、助言・提言を受けています。

以下では、公共の利益への貢献について、いくつかの

事例を挙げて紹介します。

監査・保証業務

デロイト トーマツは、監査・保証業務に関わる分野において、

財務報告エコシステムにおけるステークホルダー間の信頼と透

明性の向上を実現することにより、公共の利益に資するサー

ビスを提供しています。独立した監査人として、財務諸表、

内部統制報告書、およびその他の規制に基づいた報告書が

特定された財務報告の枠組みに従って作成されているかどう

かについて、証明または意見表明を行うことで、資本市場シ

ステムがより一層健全に機能するよう努力を重ねています。

デロイト トーマツは、適切で信頼性の高い監査プロセスが、投

資家の信頼確保と資本市場の継続的な活力維持を図る

上においてますます重要になるという認識に基づき、監査の

品質の継続的な向上を経営の最優先事項のひとつとして

取り組みを進めています。テクノロジーへの積極的な投資を含

め、監査の品質向上に向けた継続的な投資は、公共の利

益に貢献し、ビジネスと資本市場全体に対する社会的な信

頼を高めることに対する私たちの強いコミットメントを示すもの

です。

税務

デロイトトーマツは、急速に変化し、複雑化する国内外の税

法に基づき、クライアントに適切な助言を提供することにより、

クライアントの法令遵守に寄与しています。デロイト トーマツの

税務分野のプロフェッショナルによる助言は、高い倫理基準

や、厳格な品質管理、専門的な知見、行動規範などに裏

打ちされ、対象となる国・地域の適用法令等に準拠した形

で提供されます。

人材

デロイト トーマツは、国際労働機関（ILO）が定める、労働

における基本的原則の4項目（結社の自由および団体交

渉権、強制労働の撤廃、児童労働の廃止、差別の撤廃）

を遵守しています。また、人権に関する全社的な方針を定め、

Deloitte Speak Up（通報窓口を含む相談の適切な処理の

仕組み）などの体制を整備し、人権の保護を支持、尊重し

ています。なかでも、ジェンダー、国籍、性的指向・性自認、

文化、宗教、価値観、障がいの有無などのあらゆる違いを

越えて、自己の能力を最大限発揮できるよう、ダイバーシ

ティ、エクイティ＆インクルージョン（Diversity, Equity & 

Inclusion：以下、DEI）の推進に注力しています。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/topics/group-diversity.html
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WorldImpact

デロイト トーマツはクライアントに対するサービスの提供以外の領域でも、公共の利

益に資する活動を積極的に行っています。その柱であるWorldImpactは、全世界

のデロイトのネットワークと連携・協調して推進されているイニシアチブの総称で、

WorldClass とWorldClimateの2つのプログラムが中心となっています。

WorldClassは、教育(Education)、スキル開発(Skills)、機会創出

(Opportunity)の 3分野で、2030年までに全世界で1億人の人々に対してポジティ

ブなインパクトを及ぼすことを目標に掲げており、日本においても、同年までに200万

人の人々に対してインパクトを及ぼすことを目指しています。また、WorldClimateは、

2030年までにデロイトネットワーク全体で温室効果ガス排出量を実質ゼロにするこ

とを目指すプログラムであり、デロイト トーマツにおいても目標達成にむけて、様々な

ステークホルダーと連携した取り組みを進めています。

「Well-being社会」構築への貢献

デロイト トーマツは、「人とひととの相互の共感と信頼に基づく『Well-being社会』」を

自らのAspirational Goal（目指すべき社会の姿）として掲げ、その構築に向けて、

前述のWorldImpactに関わる活動をはじめとして、様々な角度から社会価値創出に

つながる取り組みを展開しています。こうした取り組みをグループ横断的に推進する体

制として、「WorldImpact & Well-being Council」を中核に据え、さらに、人のWell-

beingの向上に関わる事業への寄付・助成を中心に活動するデロイト トーマツ ウェル

ビーイング財団や、WorldClass、WorldClimateなどの主要なイニシアチブを推進する

ためのワーキンググループを設置しています。「WorldImpact & Well-being Council」は、

デロイト トーマツ グループのCEOならびにボード議長のほか、関連するボードメンバー、グ

ループの執行役 などで構成されており、Well-being社会構築を目指して展開される

様々な取り組みが、グループ全体の事業活動と密接かつ有機的に関連付けられる形

で推進される体制づくりをリードしています。

公益（パブリック・インタレスト）

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/worldclass.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/worldclimate.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/worldclass.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/worldclimate.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/restoration-project-message.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/dt/deloitte-tohmatsu-well-being-foundation.html


存在意義（Deloitte network Purpose）：Deloitte makes an impact that matters

クライアントのため、メンバーのため、そして社会のため、私たちは常に最も重要な課題に挑戦し続ける。

複雑な課題を解決し、クライアントの持続的な成長を促し、卓越した総合力を背景に、圧倒的な価値をもたらす。

私たちは誠実であることを掲げ、信頼と信用を築き、社会に貢献していく。

共通の価値観が、私たちを発展的で揺るぎないインパクトの創造へと導く。

デロイト トーマツグループ経営理念

■Fairness to society：経済社会の公正を守り率先してその発展に貢献する

■Innovation for clients：クライアントの期待を超える知的専門サービスを総合的に提供する

■Talent of people：各人の個性を尊重し能力を発揮できる生きがいのある場を創りだす

共通の価値観（Shared Value）

■Lead the way：今後のプロフェッショナルのあるべき姿を率先して追求すると共に、多くの人々の機会創出や持続可能な社会の実現に貢献する

■Serve with integrity：誠実性を堅持し、クライアント、規制当局、社会一般からの信頼向上に努める

■Take care of each other：一人ひとりを尊重し、公平性の確保、互いの成長と幸福追求に向けて配慮し助け合う

■Foster inclusion：多様性を受け容れ、それを活かし強みとするInclusive な組織風土を醸成する

■Collaborate for measurable impact：目に見える高い成果をめざし、多様なプロフェッショナルが相互協力の精神で国境や専門性の垣根を越えて連携する

行動規範（Code of Conduct）

It starts with integrity.(誠実性のある行動を規範に)

12

デロイト トーマツグループの理念

デロイト トーマツグループの社員・職員は、デロイトが世界のメンバーファームに指針として提示する“Deloitte network Purpose”および

デロイト トーマツグループの経営理念および共通の価値観（Shared Values）に即した行動を心掛けます。
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デロイト トーマツグループの歩み

デロイト トーマツグループは、国内初の全国規模の監査法人として1968年に誕生して以来、数多くの合併、統合、連携などを経て、経営基盤の強化や

活動領域の拡張を行い、日本最大級の総合プロフェッショナルファームに成長しました。

2019.2 グループ旗艦オフィスを東京丸の内に開設

2018.5 デロイト トーマツ グループ創立50年

2017.4 デロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社設立

2015.4 DT弁護士法人がデロイト トーマツ グループに加入、デロイト トーマツ グループが正式グループ名称に

2014.4 デロイト トーマツ合同会社設立

2009.7 有限責任監査法人に移行し、法人名称を「有限責任監査法人トーマツ」に変更

2002.5 税理士法人トーマツ設立（現：デロイト トーマツ税理士法人）

2001.6 デロイト トーマツ コーポレートファイナンス（株）設立（現：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）

1993.4 トーマツ コンサルティング（株）設立（現：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社）

1990.2 （監）三田会計社と合併、監査法人トーマツに名称変更

1990.1
トウシュ ロス インターナショナルがデロイト ハスキンズ アンド セルズ インターナショナルと合併、デロイト ロス トーマツ インターナショナル

（現デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（DTTL））に名称変更

1988.10 （監）西方会計事務所と合併 （監）札幌第一会計と合併

1988.4 （監）丸の内会計事務所（名古屋）と合併

1986.10 （監）サンワ事務所と合併、サンワ・等松青木監査法人に名称変更

1975.5 トウシュ ロス インターナショナルに加盟

1969.9 トウシュ ロス サンフランシスコに第１号海外駐在員を派遣

1969.2 等松・青木監査法人に名称変更

1968.5 等松・青木・津田・塚田・青木・宇野・月下部会計事務所設立
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Environmental

気候変動への対応を中心とする地球環境問題の解決は、

Planetary Well-being（プラネタリー ウェルビーイング）の実現に直

結するものです。デロイト トーマツは、カーボンニュートラル社会への移

行に向けてJust Transition（＝公正な移行）という考え方を提唱

し、新たな社会的弱者を生み出さないこと（＝Leave no one 

behind）を念頭において、経済社会システム全体の変革を促す現

実解を指し示すことに努めています。

また、デロイトネットワークの取り組みと連動して、2030年までに自ら

の活動に由来する温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目

指しています。
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Planetary Well-being:

Just Transition（＝公正な移行）を念頭に脱炭素化への

現実解を指し示す

こうした変革を推進する上で、デロイト トーマツでは、①ルール形成を通じて理想とする社会システ

ムを構想し（Envision）、②企業・産業の変革を促す（Transform）とともに、③新たなシステ

ムに信頼を付与する仕組みを機能させる（Assure）という変革の3つの局面すべてに包括的か

つ主導的に関与し、あらゆるステークホルダーと密接に連携しながら全体観のある取り組みを展

開しています（図表）。

さらに、カーボンニュートラルの実現に向けた変革をグループ横断的に支援する体制を強化する目

的で、2020年12月にはグループCEOが主導するClimate Sustainability Initiativeを立ち上げ

ました。気候変動に関わる様々な領域の専門性を有するメンバー100名余りをコア・メンバーとし

て、グループ全体の活動としてスケールとスピードを持ちながら、産官学の垣根をこえた連携や業

種・業界横断的なエコシステムの形成を通じた実効性のある変革のあり方を構想し、その具現

化を進めています。

その一環として、2021年1月に、洋上風力発電の国内導入拡大に向けた事業支援専門家チー

ムを立上げました。関連する政策の立案支援から、Ｍ＆Ａ、ファイナンス、会計監査、税務など

の領域までカバーする多様な専門家を擁し、洋上風力発電の事業化に向けた総合的な支援体

制を整えることで、官民両セクターにまたがる多様なステークホルダーを巻き込んだ取り組みを加

速させています。

また、2021年3月には、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

からの受託により、石油資源開発株式会社とともに、北海道苫小牧市で地域全体の温室効

果ガス排出量実質ゼロの実現に向けた産業間の連携の取り組みを始動しました。この取り組み

は、日本政府が有望視する「カーボンリサイクル」の実現可能性を調査する目的で行われるもの

です。カーボンリサイクルは、CO2を資源として捉え、これを分離・回収し、素材や燃料へ再利用

することにより、大気中へのCO2排出を抑制していく将来有望な技術で、この実装に向けては、

産業間連携（セクターカップリング）が鍵を握ると言われています。苫小牧は、港湾周辺に油ガ

ス田、製油所、火力発電所、空港、製造業に加え、バイオマス産業や植物工場、苫小牧CCS

実証試験センターなどが集約し、CO2の排出・回収・利用に関わる主要なバリューチェーンが集約

されている点において、産業間の効果的な連携のあり方を検討する上で理想的な環境を備えて

いる国内有数の地域と考えられています。

2021年10月には、デロイト トーマツが脱炭素化の諸課題の実現解決に向けて「現実解」を提供

すべく、そのエッセンスをまとめた書籍「グリーン・トランスフォーメーション戦略」の発行を予定してい

ます。

気候変動への対応を中心とする地球環境問題の解決は、Planetary Well-being（プ

ラネタリー ウェルビーイング）の実現に直結するものです。デロイト トーマツは、カーボン

ニュートラルへの移行に向けてJust Transition（＝公正な移行）という考え方を提唱し、

新たな社会的弱者を生み出さないこと（＝Leave no one behind）を念頭において、

経済社会システム全体の変革を促す現実解を指し示すことに努めています。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/topics/climate-and-sustainability.html
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Planetary Well-being:

WorldClimate：2030年までに“Net Zero Emission”の達成を目指す

デロイト トーマツは、自らも企業市民として、より公正でサス

テナブルな社会を拓いてくことにコミットしています。私たちは、

気候変動の課題に対してデロイトのネットワーク共通の

WorldClimateイニチアチブを立ち上げ、業務から発生する

温室効果ガス排出量について2030年までに“Net Zero 

Emission”を達成することを掲げ、取り組みを進めています。

私たちの事業活動に伴う温室効果ガスの排出は、プロ

フェッショナルサービスの業務特性から、オフィスにおけるエネ

ルギーの使用とメンバーの出張時の飛行機利用に由来する

ものが大きな割合を占めています。これらはCOVID-19の影

響で減少傾向にありますが、手綱を緩めることなく継続的

に削減を進めていきます。さらに、グループに属する個々のメ

ンバーに対して、日常的な消費、使用、購入などの意思決

定が気候変動に影響を及ぼすことを情報提供し、温室効

果ガスの排出の削減につながる行動変容を促すことで、家

庭や職場において責任ある選択ができるように支援してい

ます。最近の主な取り組みを次にご紹介します。

オフィス

デロイト トーマツは、2030年までにオフィスで使用するエネル

ギーの100%を再生可能エネルギーで調達することを目標に

掲げています。東京地区のオフィスについては、2021年4月

に新東京ビル、同年5月に丸の内二重橋ビルが、再エネ電

力に切り替わり、これにより、当グループの全国の総オフィス

面積のおよそ6割のスペースが再エネ電力で稼働する体制

が整いました。紙資料の削減については、在宅勤務を中

心とする執務体制を整備・拡充すると共に、取引先等の

ステークホルダーの協力の下、契約書や請求書などの電子

化対応を進めました。また、オフィスに届いた郵便物を遅滞

なく届ける仕組みを構築し、その運用は特例子会社であ

るトーマツチャレンジド株式会社のスタッフが担っています。こ

れらにより従来取り組んできたペーパーレス化が一層進みま

した。

出張

FY21においては、通期にわたり国内外問わず移動が制限

されたこともあり、出張時の飛行機等の利用に由来する温

室効果ガス排出量は大きく減少しました。現在、今後の

移動再開に備え、出張に伴う温室効果ガス排出量の削

減目標を検討し、FY22以降の実施に向けて対応策を検

討しています。

個々人のエンパワーメント

デロイト トーマツに属する全てのプロフェッショナルが、気候

変動に関する組織内での意識・行動変容の推進を起点

に、クライアントを含む組織外の幅広いステークホルダーにも

責任ある選択を促すことを可能にするために、個々人のエ

ンパワーメントにも注力しています。

その一環として、2021年4月をWorldClimate月間とし、デ

ロイトの世界各国・地域のファームと共に、特設サイトの公

開や、Climate impact quiz、4月22日のアースデイを記念し

て個人の取り組みを推進するための＃iAct（アイアクト）

キャンペーンなどを実施しました。また、9月からは、デロイト

が全世界の33万人のメンバー向けに受講を義務付けた気

候変動に関するEラーニングプログラムを日本にも導入し、

2022年2月までにデロイト トーマツの15,500人全員の受講

完了を目指しています。

エコシステムへの寄与

株式会社今治．夢スポーツ（以下、「FC今治」）とともに、

次世代育成に向けた環境教育冊子『わたし、地球』を

2020年12月に発行いたしました。『わたし、地球』は、地球

が誕生してからの46億年の歩みや、たくさんの生き物が命

のバトンをつないで生命が循環していく様子やSDGsについ

てイラストを用いながら紹介しています。本冊子は、今治市

教育委員会を通じて今治市の公立小学校に在学する小

学生へ配布されました。さらに、デロイト デジタルとFC今治、

株式会社サンリオと共同で、『わたし、地球』の一部を

SDGsの理解を促進するための小学生向けコンテンツとして、

ハローキティ主演で動画化しました。本作品は、米国アカデ

ミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭、ショート

ショート フィルムフェスティバル & アジア2021の一環で、企業

や広告会社が制作したブランディングを目的としたショート

フィルムの祭典「BRANDED SHORTS 2021」での上映を記

念して、WEB上にて一般に期間限定で公開しました。これ

らは、愛媛新聞が県内の小中学生向けに展開するEラーニ

ングコンテンツ「愛媛新聞 for スタディ（eスタ）」の教材と

して採用され、

次世代を担う多くの子どもたち

にも親しまれています。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/worldclimate.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/worldclimate.html
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Social

私たちデロイト トーマツ グループは、自らの目指す社会の姿

（Aspirational Goal）である「Well-being（ウェルビーイング）社会」

を、人とひとの相互の共感と信頼に基づき構築できるものと位置付

けています。その上で、人が財産であるプロフェッショナルファームの特

性を生かした活動を行っています。日本社会で困難に直面している

人々への支援や成長の機会の提供を通じて、私たちが属する地域

コミュニティの集合体である社会のレベルのSocietal Well-beingの向

上を目指しています。また、様々な活動の起点として、グループの社

職員一人ひとりのPersonal Well-being（パーソナルウェルビーイン

グ）が確保され、その基盤のもとに、一人ひとりがプロフェッショナルと

してやりがいを感じて、個々の意欲やポテンシャルに応じて継続的に

自己成長を追求できる環境づくりを強化しています。
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人材採用

グループの総人員数は、FY21に前期比約

６％増え、15,500名となりました。新卒や

公認会計士試験等の合格者を対象とした

定期的な採用（定期採用）に加え、多様

な実務経験・専門知見を有する人材を対

象とした中途採用（キャリア採用）を積極

的に実施しています。また、バイリンガル人材

の採用にも注力しており、海外の大学・大

学院で学ぶ留学生などの就職活動の場で

あるボストンキャリアフォーラムへの出展は、

約20年にも及んでいます。FY21期間中は、

新卒採用を通じて676人（定期採用含

む）、中途採用を通じて1,397人が、新たに

グループのメンバーとして入社しました。また、

2021年4月にビジネス特化型ソーシャルネッ

トワーキングサービスのLinkedInにより発表さ

れた、今働きたい会社「TOP COMPANIES 

2021年版」のランキングにおいて、デロイト

トーマツグループは日本で5位に選ばれました。

人材研修

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のた

めに、FY20以降は、従来から強化していた

E-Learningに加え、集合形式で行っていた

昇格時研修などもオンラインにシフトすること

で、研修の機会を絶えることなく継続的に

提供しています。研修内容は幅広く、職業

倫理と誠実な業務姿勢の保持（Ethics & 

Integrity）、サイバーセキュリティ、DEI

（Diversity, Equity & Inclusion）など、入

社時ならびに毎年の受講を必須としていま

す。それらの総研修時間として、FY21は一

人当たり33時間となりました。それに加えて、

各ビジネスの専門知識、業界・事業に関す

る最新動向の獲得、グローバル対応力など

の幅広いプログラムを取り揃えています。これ

らはビジネス毎の必須研修に加え、各人が

任意で受講することが可能なものも多数整

備しています。FY21は、ビジネスとデジタルの

双方の知識を有し、クライアントや自らのDX

を推進していくデジタル人材の裾野を広げる

ために、育成プログラム「Journey to Digital 

Talent」の提供も開始しました。

Personal Well-being：

人材への成長機会の提供

デロイト トーマツ グループは人が財産のプロフェッショナルグループであ

り、経営理念にて「Talent of people 各人の個性を尊重し能力を

発揮できる生きがいのある場を創りだす」を掲げ、様々な人材が自

己の能力を存分に発揮することを尊重しています。

プロフェッショナルとしてのやりがいに限界を感じることなく挑み、あり

たい自分・自己実現が叶うことで、Personal Well-beingが実現でき

るよう、成長の機会や創造性を活かすステージを提供しています。

グループ人員数推移（人）

FY2019 FY2020 FY2021

13,000人 14,500人 15,500人
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D-nnovator

デロイト トーマツグループは、従来型のプロフェショナルファームの枠を超え、経済社会や産業の将来像を大胆に示し、その実現に必要な変革を促すための「カタリスト（触媒）」

の役割を積極的に果たしたいと考えています。D-nnovationは、こうした存在になるために、自己変革を遂げていこうという私たちの決意を込めた言葉です。その活動の一つである

D-nnovatorは、デロイト トーマツグループの人材から既存の事業を超えた新たな事業アイデアを募集し、優秀な事業アイデアについては自社でサポートを行い、事業化を推進して

いく制度です。FY21には100組を超える応募があり、グループのエグゼクティブコミッティメンバーなどによる審査を経て、3組の事業化が承認されました。このうちの一つが、2021年2

月に新規事業としてサービスを開始した、グループ横断のバーチャル組織「Deloitte Tohmatsu Science and Technology」（以下 DTST）です。DTSTは、デロイトトーマツグループの

プロフェッショナルのうち、理系大学院、科学技術研究機関、大企業の研究開発部門などの出身者でビジネスと科学技術の知識を有するハイブリッド人材を中心に、約150名

で構成されています。こうしたハイブリッド人材の知見を集約することで、大学や企業の中にある最先端の科学技術研究の成果を、社会や産業が抱える潜在的なニーズと効果

的に結び付け、イノベーションを促進し事業化まで育成・支援することを目的にしています。

Personal Well-being：

人材への成長機会の提供
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相互の共感と信頼の構築：

Ethics & Integrityのカルチャーの醸成

デロイト トーマツは、グループに属する社員・職員一人ひとりのPersonal Well-being

（パーソナルウェルビーイング）においても、人とひとの相互の共感と信頼が基礎

となり実現されるものと考えています。その根源をなすものがグループ共通のEthics 

& Integrityのカルチャーであり、また、その醸成を通じてPersonal Well-beingの確

保に不可欠な安心・安全な職場環境の整備も可能になります。

デロイト トーマツは、すべての社員・職員が常にIntegrity（誠実性）をもって業務

を遂行するよう徹底を図っています。私たちは公共の利益のために自らが果たす

べき責任を踏まえ、あらゆる状況においてIntegrityに基づく行動をとる組織風土

を構築・維持することが、社員・職員がプロフェッショナルとして常に最善の意思

決定を行うために必要な条件であると考えています。

Integrityを持った判断や行動を示す指針となる「デロイトトーマツ グループCode of 

Conduct」を定め、その遵守が各自の責任であることの確認を、毎年必ずすべて

の社職・職員を対象に実施しています。またCode of Conductを実際の業務にお

いてどう実践すべきかを具体例を記載した「エシックスケースブック」を作成し、これ

を使ったWorkshop型の研修「Ethical Culture Change Discussion：ECCD研修」

を、すべての社員・職員を対象として実施しています。

Ethics ＆ Integrityに関する組織風土を測るために、毎年、全社職員を対象とし

た「エシックスサーベイ」を実施しており、結果の詳細分析を元に毎年新たな施策

の導入を行っています。特に、ここ数年新卒・中途採用を通じて多くの新しいメン

バーを迎え人員増が続いたことや、グループ経営の推進により異なるビジネスの連

携を加速するために、互いの共感や信頼を深めるEthics & Integrityのカルチャー

を確かなものにしていくことが必要不可欠と考え、「Ethical Culture Change」と称

して以下のような様々な活動を行っています。

カルチャー変革のための取り組み
◼ グループ共通の価値観「Shared Values」を体現するメンバーに対する、表彰

制度の導入

◼ Integrityのロールモデルとなるべきパートナー層自らが、「行動変革宣言」を発信

◼ グループEthics Officerとの連携の下、ビジネス毎に任命されるビジネスエシック

スリーダーとビジネスエシックスチャンピオンを中心とした、現場に即した施策実行

◼ Personal Well-beingとパフォーマンス向上に向けた、EAP（Employee 

Assistance Program）サービスの利用促進

◼ Ethics Officerおよび経営層からのEthicsに関するメッセージの定期的な発信

研修体制の充実
◼ Ethics関連の研修体制のグループ統一化、内容刷新

◼ ECCD研修や昇格時研修など、

Discussionを通じてEthicsに関する理解をより深めることを主眼においた研修

の導入

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/mgmtpolicy.html


23

相互の共感と信頼の構築：

Ethics & Integrityのカルチャーの醸成

内部通報制度（Deloitte Speak Up）の活用促進
Ethics & Integrityのカルチャーを支えるために、オープンな環境で安心して働くことが

でき、また困難な状況に直面した際には、共に働く他のメンバーに関わることでも躊

躇なく声を上げる（Speak Up）ことができる組織風土構築の一貫として内部通

報制度の活用も強化しています。グループ共通の通報窓口として「Deloitte Speak 

Up」を設置し、その連絡先をイントラネットや外部ウェブサイトにも公開し、経営層

からのメッセージにも含めて利用の促進を図っています。また通報傾向を定期的に

分析し、職場環境改善のための施策立案につなげています。FY21ではEAPサービス

の活用促進や、管理職層のソフトスキル研修強化を行いました。

いずれの相談も、通報者が不利益を受けないように内部規定（報復禁止規

定）を定め、Ethics Officer監視の下、内部選任部隊もしくは弁護士、社会保険

労務士などの外部専門家が関与することで、秘密保持を徹底しています。然るべ

き調査のもと、対象者へは気付きを与えるフィードバックを行うことで、インシデントを

未然に防ぎ改善を図る観点からも効果を発揮しています。

デロイト トーマツ共通の仕組みとして運用するDeloitte Speak Upの信頼性向上の

ため、消費者庁が所管する「内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）」

の適合事業者としての登録も進めており、2021年7月にグループの経営・ガバナン

ス機能を担うデロイトトーマツ合同会社が正式に登録されました。これに続き、グ

ループの主要な法人である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、DT弁護士法人、デロイトトーマツ コーポレートソリューション

合同会社、及びこれら法人の傘下の主な子会社について、本登録の取得を進め

ています。

Deloitte Speak Upの信頼性の向上については、毎年デロイトがグローバル全体で

実施するEthics Surveyでも確認しており、FY21は以下の結果となりました。

FY21 Ethics Survey回答結果（該当箇所の抜粋）

■85%の社員・職員が、エシックスに反する言動について、報復を受ける恐れを感

じることなく報告することができると考えている（FY20 は71%）

■91%の社員・職員が、報告されたエシックスに反する言動について、デロイトトーマ

ツグループはこれを対処するための措置を講じる組織であると考えている（FY20は

87%）

■90%の社員・職員が、エシックスに反すると思う言動について懸念を上げた場合、

デロイトトーマツグループは、報告されたインシデントに対して独立した客観的な調査

を行ってくれると考えている（FY21新設）

■87%の社員・職員が、エシックスに反する言動を報告した場合、デロイトトーマツ

グループは、私の報告に関する秘密事項を、業務上知るべき人物には知らされる

が、可能な限り完全に守ってくれると考えている（FY20は76％）

在宅勤務の100%導入

FY21においては、新型コロナウィルスの感染拡大防止と社員・職員の安全確保の観

点から、グループの全社員・職員を対象に在宅勤務を原則とする就業体制を通期に

わたり継続しました。リモート環境下での円滑な業務体制の整備を迅速に行うと共に、

メンバー間の相互協力を促進しました。2021年10月時点で、グループに属するすべての

法人が、在宅勤務環境を取り入れています。業務遂行上出社が必須と考えられる

業務においては、オフィス利用ルールを定めて感染拡大防止に取り組むとともに、会社

の指示・承認を受けた上での出社を徹底させた結果、FY21通期でのグループ全体の

出社率は、月平均で7.6%となりました。
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DEI（Diversity, Equity & Inclusion） ①COVID-19状況下でのPersonal Well-being
COVID-19の感染拡大を背景に、当グループでは2020年3月より在宅を中心とした勤務を取

り入れています。また、コロナ禍の休校・登園自粛要請等の発生時には育児との両立支援

のために、シッター代補助増額など迅速な対応策を実施しました。DEIに関連したオンライン

セッションも活発に行い、女性活躍推進やLGBT＋、育児／介護との両立といったさまざま

なテーマで、外部から登壇者も多数招きました。

さらに、COVID-19を背景に社会で増加するドメスティック／ファミリーバイオレンス（以下

DFV）に対するサポート制度の導入を進め、2020年6月に導入しました。社内のメンバーが

困難に遭遇しても心身の健康の維持を図り、自身のPersonal Well-beingを確保し得る環

境を整えています。

②社職員一人ひとりの個性の発揮

グループ会社のトーマツチャレンジド株式会社（以下、トーマツチャレンジド）では、障がいの

あるメンバーが所属し、オフィス内の休憩スペースに設置されているコーヒーや水の補充、メール

ルームの仕分け作業などを主な業務として行ってきました。2020年からはCOVID-19の感染拡

大を背景にグループの社員・職員の在宅勤務が進んだことから、業務内容の再編成や見直

しを行いました。2021年は新たにメールルーム業務の電子化対応に従事し、これにより社内

のペーパーレス化が一層推進されています。同時にトーマツチャレンジドスタッフへのIT教育の

拡充を推進しています。以前から、パソコンのセットアップや各種事務補助等の業務を実施

しており、各個人の強みを生かした業務配置をしている一方で、今後、各メンバーへのパソコ

ンの貸与率も上げていく方針です。また、育成したメンバーのグループ内他法人コーポレート部

門への転籍や職種転換も図っており、グループ内の多様なフィールドで成長するチャンスを広

げています。また、当グループは、一人ひとりの障がいの理解に努め、一緒に働くメンバーとし

て必要な配慮を共に考え、障がいのあるメンバーが自身の能力を最大限に活かすことのでき

る環境を構築するために、グループに所属する全員が「D&I研修～合理的配慮の提供義務

について」を受講しています。なお、FY21期末時点で2年以上在籍しているトーマツチャレンジ

ドのメンバー（定着率）は94.4%となりました。

FY21には、685名となったInternational Member（外国籍メンバー）を含め、一人ひとりの

個性への意識を高めるために、「Cultural Inclusionワークショップ」を開催しました。「目に見え

る違い」だけでなく、価値観、文化や経験など「目に見えない違い」にも焦点をあて、一人ひ

とりの違いがビジネスの場で「違和感・すれ違い・ギャップ」にならずに「強み」「価値」につなげ

ることができるように、身近なケースから習得するワークショップです。FY21はグループに所属す

る全メンバーの10％強が受講しており、今後も受講者を増やしていきます。

DEI（Diversity, Equity & Inclusion）は、人材が財産のプロフェッショナルグループ

であるデロイト トーマツの重要な経営戦略です。私たちは、異なる経験や専門性

を持つ人材が互いに連携することで生まれるイノベーションを成長の源泉としてい

ます。こうした観点から、デロイトトーマツは、DEIを推進することを、革新的なアイ

デアを生み出すチームや組織を作り、クライアントや社会に対して価値あるサービス

を提供していくための原動力と位置づけています。このため、ジェンダーやセクシャリ

ティ、人種・民族、宗教や言語を含む文化などの違い、障がいなどの個人の多

様性を歓迎して受け容れ、互いに尊重することで、社員・職員一人ひとりが成長

を実感し、活躍できる環境をゆるぎないものにするように注力しています。例えば、

デロイトグローバル共通の“ALL IN”という指針のもと、女性活躍を推進しており、

女性役員・管理職の比率向上に向けた個別育成計画の策定・推進等に加え、

社内外で開催されるパネルセッションにおいてバランスのとれたジェンダー比率を実

現することで、多様性に基づいたイノベーティブで質の高い対話を促す施策“Panel 

Promise”などを導入しています。

DEIは、従来のD&I（Diversity ＆Inclusion＝多様性と包摂性）に公平を意味

するEquity（エクイティ）の要素を加味したもので、当グループはFY22から、この

考え方を本格的に取り入れ、より一層一人ひとりの個性に焦点を当てた支援や

機会の提供への進化を目指しています。DEIに関する主な方針・活動はこちらをご

覧ください。

FY21はCOVID-19の感染拡大により、従来と異なる働き方が急速に普及するな

かで、当グループは必要な支援を行いつつ、社員・職員一人ひとりが個性を発揮

できるよう下記を含む様々な活動を行いました。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/group-diversity/womens.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/group-diversity/panelpromise.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/topics/group-diversity.html?icid=top_group-diversity
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Societal Well-being：

困難に直面する人々への支援

WorldClass

デロイト トーマツはかねてから、全世界のデロイトのネットワークと連携し、教育（Education）、スキル開発（Skills）、機会創出（Opportunity）の分野でポジティブなイ

ンパクトを及ぼすことを目指すWorldClassという取り組みを展開しています。WorldClassは、第四次産業革命によるデジタル化などがもたらす急激な経済社会の変

化の中で、SDGsのトップスローガンである「誰も取り残さない（Leave no one behind）」の実現に向けて、全世界で2030年までに1億人の人々に活躍や成長の機会を

提供することを通じ、ポジティブなインパクトを及ぼすことを目指しています。その中で、デロイトトーマツは、2030年までに200万人の人々に対して同様のインパクトを及ぼす

ことを目標に掲げており、FY21までの過去4年間ですでに累計367,120人の人々に対するインパクトの提供を達成しています。

デロイト トーマツグループは、私たちが属する地域コミュニティの集合体である社会のレベルの

Societal Well-beingの向上への貢献を目指して、様々な取り組みを展開しています。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/worldclass.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/worldclass.html
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寄付

COVID-19感染拡大によって、多大な影響を受けた人々をサポートする非営利団

体を対象に寄付を行うことを決め、2020年6月、社内でファンドレイジングキャン

ペーンを展開しました。約500名の社員・職員が参加し、社会福祉法人中央共

同募金会、認定NPO法人フローレンス、日本赤十字社、認定NPO法人国境な

き医師団日本に対して寄付を行いました。この取り組みは、寄付先紹介イベント

や寄付の受付を含め、在宅勤務の体制に即して、すべてオンラインで対応しまし

た。また、給与天引きという仕組みを利用して、迅速にファンドレイジングを実施し

たことが先駆的と評価され、日本ファンドレイジング大賞新型コロナ支援対象特

別賞を受賞しました。

令和2年7月豪雨災害義援金、首都ベイルート港湾エリアで起きた大規模爆発

事故の現地での救済のためのレバノン救援金、インドCOVID-19対策支援につい

ても、社内で寄付を募りました。2020年12月には社会運動である「寄付月間

Giving Together」に賛同し、社内でキャンペーンを展開し、「寄付で未来に

IMPACTを」というメッセージとともに寄付への協力を呼びかけました。結果、認定

NPO法人TABLE FOR TWO Internationalなど7団体に対し寄付を行いました。

2012年から運用している東日本大震災の被災遺児育英募金では社員・職員

から、また法人もあわせて社会福祉法人中央共同募金会へ寄付を行いました。

前年度の社会貢献活動の実績のマッチング寄付として、WWFジャパンの南三陸

町プロジェクトへの法人寄付も実施しました。

そのほか企業版ふるさと納税を通じた寄付や、2021年4月に設立したデロイト

トーマツ ウェルビーイング財団への寄付なども行い、FY21年度内に行った寄付の

総額は、356,567,348円となりました。

Volunteer

FY21にはボランティア活動をCOVID-19感染拡大により、従来のオンサイトやオフィスを

拠点とするものからリモートでの展開にシフトし、創意工夫で効果のある取り組みを行

いました。

COVID-19下で、大学の講義がオンライン化されたことに伴い、視覚に障がいのある大

学生への書籍のテキストデータの要望が急拡大しました。デロイトトーマツは東京ボラン

ティア・市民活動センターの協力を得て、書籍をテキストデータに変換する活動に取り組

みました。具体的には、書籍をスキャンしOCR処理した画像からテキストデータを抽出し、

社内で募集したボランティアメンバーが実際の書籍と照らし合わせ、校正を行いました。

従来から視覚障がいのある人の読書には、点字図書や録音図書が用いられてきまし

たが、それらは数が少なく、特に学術書は、点字図書があるとは限りませんでした。テキ

ストデータにすることで、視覚障がいのある学生が音声読み上げソフトを使って大学の

講義に必要な本を音声で聞いて読むことができるようになります。私たちがテキスト化に

取り組んだのは、マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で、

このテキストデータは、全国音訳ボランティアネットワークの協力を経て、国立国会図書

館に収蔵されることになりました。

在宅勤務中でも気軽に参加でき、健康増進と社会貢献を同時に実現できる活動と

して、「春のWalkingキャンペーン」に取り組みました。認定NPO法人TABLE FOR TWO 

International（以下、TFT）が実施している「コロナ禍の健康づくりを応援！心と体の

健康増進キャンペーン」に賛同し、デロイトトーマツが自社開発した歩数計測アプリを使

用しながら、1日8000歩を目標に歩き、目標達成人数に応じてTFTに寄付することで、

開発途上国へ学校給食を届けることができる仕組みです。コロナ禍における外出自粛

により、運動不足や心理的ストレスなど心と体への影響があることがアンケートなどによ

り顕在化しており、その解決も目指しました。本キャンペーン期間中、社内SNSを活用し

たことで、参加者がお互いに情報交換や成果報告をするなどリモート環境下でのコミュ

ニケーション機会の増加にもつながりました。社内外からも大きな反響を呼び、TFTプロ

グラム導入企業の健康的なメニューやTFT推進の取り組みを紹介する目的で開催され

た「TABLE FOR TWOアワード2021」において、企業担当者を中心に約120名の投票に

より、デロイト トーマツの取り組みがPR部門で入賞を果たしました。
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Societal Well-being：

人とひとがつながり、社会課題解決のインパクトを高める

デロイト トーマツ グループは、様々な人とひととが繋がり熱量・知・労働力を結集させることで、より社会的インパクトの大きな

課題解決を目指すコレクティブ・インパクトの試みが、私たちが属する地域コミュニティの集合体である社会のレベルでの

Societal Well-beingの向上に貢献すると考え、その取り組みを継続強化しています。

デロイト トーマツ グループは、東日本大震災で被災された地域、特に岩手・宮城・福島の３県に拠点を持つ総合プロフェッ

ショナルグループとして、大震災から10年を経た今も復興支援の活動を行っています。私たちは「まち」の復興も、「しごと」の復

興も、全ての起点となるのは、「ひと」づくりからと考え、再生支援などの専門的知見を活かした活動を展開するだけでなく、

地域のリーダーたる経営者育成に力を注いできました。さらに、FY20には復興支援を通じて得られた様々な絆や学びを踏まえ

て、未来からの視点で自らの社会価値創造の在り方を検討することを目的に、若手メンバーを含めた社内プロジェクトを実施

しました。その活動を通じて、私たちが展開する様々な社会価値創出の取り組みの基軸となるAspirational Goal（アスピレー

ショナルゴール／目指すべき社会の姿）として、『Well-being（ウェルビーイング）社会』の実現を目指すことを定めました。

2021年4月には、「Well-being（ウェルビーイング）社会」の構築を目指す活動の一環として、寄付や助成事業、社会課題

解決の実行を担う組織として、デロイトトーマツ ウェルビーイング財団（以下、DTWB）を設立し、2021年6月から運用を開

始しました。DTWBは、社会課題解決を通じて公益の増進をけん引することで、より一層の社会価値の創出に貢献することを

ミッションとしています。具体的には、人のWell-beingの向上に直接関わる教育・スキル開発・就業機会創出に加え、その基

盤にある地域課題解決支援、災害復興支援、途上国支援、スポーツ交流支援、人権問題解決支援、Diversity, Equity 

& Inclusion支援、環境問題解決支援、及びその他の公益の増進を図る事業に対する寄付、助成事業、社会課題解決

事業を行っています。

2021年8月には、第1回目となる助成先の公募を開始しました。人のWell-beingの向上に繋がる事業を対象に、企業・

NGO・NPO等の異なるセクターが互いの強みを出し合いながら社会課題の解決を目指す「コレクティブ・インパクト」を支援する

ものです。その促進と、社会課題解決のスピードの加速のために、同助成では事業の推進・調整・けん引といった役割を果た

す「伴走者」の設定を必須とし、デロイトトーマツ グループ内外から伴走者を募集する仕組みも取り入れました。採択された

助成先に対しては、今後、伴走者とともに中長期的に活動を支援することで、Well-being社会の構築に貢献していきます。

https://preview2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/dt/deloitte-tohmatsu-well-being-foundation.html
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Governance

デロイト トーマツ グループ（以下、「デロイト トーマツ」、または、「グ

ループ」と略称）は、グループのガバナンスおよび経営執行機能を担

うデロイト トーマツ合同会社にて、ガバナンス機関として一般事業会

社の取締役会にあたるボードを設置し、経営執行機関の監督・評

価を担っています。またボード内委員会として報酬委員会、推薦委

員会、監査委員会、グループリスク委員会、公益監督委員会およ

びエシックス委員会を設置し、ガバナンス機能を強化しています。

ボードは、ボード議長、評議員、グループCEOと監査法人の包括代

表で構成され、さらに、独立した第三者である外部有識者3名が独

立非業務執行役員(Independent Non-Executive、以下

「INE」)として陪席し、ボードの議論の質と透明性の向上を図ってい

ます。ボードメンバーの女性比率は36.4％であり、全メンバーのプロ

フィールはこちら（PDF, 638KB）をご覧ください。

FY21にボードで議論されたアジェンダは「戦略（含む中期経営計

画）」、「リスク」、「組織文化・Ethics」、「外部環境（含むデロイト

グローバル／アジアパシフィック関連）」、「経営基盤・組織基盤」の

多岐の領域にわたりました。

https://preview2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/about-deloitte-japan/jp-group-board-member-profile-202110.pdf
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デロイト トーマツグループのガバナンス

デロイト トーマツグループは日本最大級のプロフェッショナルグループであり、グループのガバナンスおよび経営執行を担うデロイトトーマツ合同会社、5つのビジネス、およ

びコーポレート機能から構成されています。グループ内の各事業法人はそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナン

シャルアドバイザリー、税務、法務等の専門サービスを提供しています。

デロイト トーマツはグループに所属するパートナー（社員）からの出資のみによっ

て成り立っており、出資者であるパートナーが経営の重要事項の決定に参加す

る資格を有しています。グループ法人は、監査法人が公認会計士法、税理士

法人が税理士法、弁護士法人が弁護士法、社会保険労務士法人が社会

保険労務士法、行政書士法人が行政書士法といったそれぞれのプロフェッ

ショナルサービスの国内法に準拠し、設立・運営されています。各法人の出資

者はそれぞれの組織に所属するパートナーであり、相互に締結したグループ規約

を基盤に、その子会社も含めて法的な組織構造を形成しています。

デロイト トーマツ合同会社では、ガバナンス機関として、一般事業会社の取締

役会にあたるボードを設置し、経営執行機関の監督・評価を担っています。デ

ロイト トーマツ グループのCEOは内規に基づき推薦委員会がボードに候補者を

推薦し、ボード決議を経て、グループのパートナーによる社員総会の承認によって

選任されます。グループCEOは経営執行機関の最高責任者として当グループを

代表するとともに、5つのビジネスのリーダーとグループの執行役からなる

Executive Committeeをリードし、ボードが決定した方針の下でグループ全体の

経営にあたります。

デロイト トーマツグループの組織構成
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ボード

監査の信頼を基礎とするグループとしての経営を行うため、デロイトトーマツ

グループは強固なガバナンス体制を整備しています。各事業法人のパートナー

がデロイトトーマツ合同会社に出資する、パートナーシップガバナンスをグループ

ガバナンスの基本としながらも、デロイトトーマツ合同会社に経営意思決定

機関であり執行機関の監督を担うボード、またボード内委員会として報酬委

員会、推薦委員会、監査委員会、グループリスク委員会、公益監督委員

会およびエシックス委員会を設置し、ガバナンス機能を強化しています。グ

ループリスク委員会は、グループ全体で提供する業務全般について、そのリス

ク管理体制を監督しており、エシックス委員会は、グループ全体におけるエ

シックスおよびインテグリティを重視する文化の醸成状況、およびグループの

定めるCode of Conductの遵守状況を監督しています。

ボードは、ボード議長、評議員、グループCEOと監査法人の包括代表で構成され、女性比率は36.4％となっています。グループCEOと包括代表を除き、執行に関与しない

評議員がその中心を担うことで監督機能の強化を図っています。また、グループ全体のリスク管理の責任者であるRRLが毎回ボードに陪席しています。ボードメンバーのプロ

フィールはこちら（PDF, 638KB）をご覧ください。

ボードでは、グローバル経営、人材育成、金融市場、会計・財務等の経験・知見を有する、独立した第三者である外部有識者3名を独立非業務執行役員

(Independent Non-Executive、以下「INE」)として選任することで、ボードの議論の質と透明性の向上に努めています。INEはボードに陪席し、デロイトトーマツ グループの運

営および経営執行態勢、ならびに監督機能の充実に関して助言・提言を行っています。また、報酬、推薦、監査の各委員会にそれぞれ1名陪席するほか、INEのみで構

成される公益監督委員会において、社会やステークホルダーからの期待に応える会計監査の質を確保するために、グループにおいて適切な業務管理態勢が整備運用さ

れているかについて、独立した視点からマネジメントに対して直接、助言・提言を行っています。さらに、ボード内委員会の一つでエシックス・インテグリティに関する経営執

行を監督するエシックス委員会にINEは1名参加しています。

https://preview2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/about-deloitte-japan/jp-group-board-member-profile-202110.pdf
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デロイトネットワークについて

デロイトネットワークは世界150ヵ国以上、総人員約33万人の世界最大級のプロ

フェッショナルファームのグローバルネットワークであり、世界中の国や地域で運営され

ている独立したファームの集合体です。デロイトネットワークはこれらのファームとイング

ランドおよびウェールズで設立された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（デロイトグローバル）により形成されています。

デロイトグローバル

デロイトグローバルは、独立したファームが多国籍企業へのサービスを全世界で連携して行う

ために、出資を伴わない契約に基づくグローバルネットワーク（デロイトネットワーク）を構成

する上で基盤となる組織です。デロイトグローバルがクライアントへのサービスを行うことはあり

ません。デロイトグローバルにはガバナンス機能を担うThe Deloitte Global Board of Directors、

グローバル戦略を策定するThe Deloitte Global Executive、戦略を各国ファームの執行へと

つなげるThe Deloitte Global Operating Committeeがあります。The Deloitte Global Board 

of Directorsはガバナンスの要として、各国ファームのそれぞれの国における法令の遵守と機

能・組織の独立性を担保しながらのグローバル戦略の実行についてモニタリングおよびサポー

トする役割を有しています。デロイト トーマツは、1975年にデロイトグローバルの前身のトウシュ

ロス インターナショナルに加盟し、現在に至るまで45年にわたり一貫した関係を築いています。

現在、デロイトグローバルの経営への日本からの参画状況としては、デロイト トーマツのパート

ナーで後述するデロイトAPのボード議長でもある松本仁がThe Deloitte Global Board of 

Directorsの副議長を務め、ボード議長の後藤順子が同Boardのメンバーに就任しています。

また、グループCEOの永田高士がThe Deloitte Global Executiveにメンバーとして参加してい

ます。

デロイトアジアパシフィック

デロイト アジアパシフィック リミテッド（デロイトAP）は、アジア太平洋地域でのデロイトのさま

ざまな専門領域における連携を目的に2018年9月にイングランドおよびウェールズで設立され

た保証有限責任会社です。とりわけ、メンバー*のクライアントサービスの拡充、監査品質の

一層の向上の促進を目指しています。デロイトAPのメンバーはそれぞれが法的に独立した別

個の組織体であり、第三者との関係において相互に義務を課したり、拘束力を及ぼしたり

することはなく、従来からの経営体制を保持しつつ、同地域での連携を強化しています。デ

ロイトAP のボードがガバナンス機能を担い、AP Executiveが域内での戦略を策定しており、

各メンバーのCEOがAP Executiveに参加することで、戦略の連携を促進しています。デロイト

AP自体は、クライアントに対するサービスは提供していません。

デロイト トーマツのパートナーとしては、2018年9月の設立時から松本仁がデロイトAPのボード

議長を務めており、レオ石橋がCFOとしてAP Executiveに参画しています。また、2021年6月

からは、新たにデロイト トーマツパートナーの大久保伸夫が、デロイトAPのClients & Industry

リーダーに就任しました。

＊デロイト トーマツ合同会社およびその関係法人を含むデロイトAPのメンバーは、それぞれ法

的に独立した別個の組織体であり、“連携+自治”の枠組みの下で運営されています。こ

うした枠組みにより、デロイトAPのメンバーは、それぞれの国・地域の規制環境やマーケット

において現地の法律や規制に準拠した運営の独立性を維持しながら、各専門領域での

活動を展開する上において、デロイトAPを通じてもたらされる規模と一貫性による便益を

享受することが可能になっています。なお、デロイトAPの各メンバーは、デロイトAPまたはデ

ロイトAPの他メンバーのいずれにも所有されておりません。
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情報セキュリティ1

情報セキュリティポリシー

デロイト トーマツでは、業務上でクライアントから提供を受け

た秘密情報等の情報資産を消失、改ざん、漏洩、及び不

正使用等の脅威から保護することが事業活動の継続的か

つ安定的な成長に資することを認識し、情報セキュリティ方

針をはじめとする情報セキュリティ関連の規程類（以下、

「情報セキュリティポリシー」という）を自主的に定めています。

なお、情報セキュリティポリシーの整備・構成にあたっては、デ

ロイトグローバルにより提供されているグローバルベースの情報

セキュリティマニュアルとの整合性を図りつつ、日本の法令等

を遵守しています。

クライアント情報の保護

クライアント情報が保管される情報システム環境は、デロイト

グローバルの基準に基づき設計されており、最先端の情報

管理テクノロジーが適用されています。クライアント情報は契

約ごとにアクセス権が設定され、業務に関与するメンバーに

アクセスが限定されています。また、当該情報システム環境

は、Firewallによって厳格に管理されており、デロイトネット

ワークに属する各国・地域のファームがそれぞれ独立している

ことから、デロイト トーマツから他の国・地域のファームに直接

アクセスができないことと同様に、他の国・地域のファームから

も直接アクセスすることが不可能な環境となっています。さら

に、特別に秘密を守るべき情報に関しては、ファイル単位で

暗号化して管理されています。また、安全保障関連など高

次の機密保護が求められる特定の案件に関わるクライアン

ト情報については、秘密保護の強化策として、当該案件に

従事するメンバーに、追加的な適性評価の実施を義務付

ける仕組みをいちはやく自主的に導入しています。

情報セキュリティ推進体制

デロイト トーマツのレピュテーション・リスク・リーダー（以下、

「RRL」という）がグループ全体の情報管理を統括する責任

を負っており、その下で、グループ全体の情報管理体制が構

築・運営され、また、各部署での情報セキュリティ管理状態

の把握、維持及び管理が行われています。なおRRLは、グ

ループ全体における情報セキュリティリスクの適切な管理の

ために、チーフ・コンフィデンシャリティ・オフィサー（以下、

「CCO」という）を任命し、CCOはRRLの下で情報セキュリティ

に関する各種施策の実行を推進する責任を担っています。

また、情報システムの導入、総合的な管理及び運用につい

ては、グループのCIO（Chief Information Officer）がこの任

にあたっています。CIOは、情報システム管理責任者及び情

報セキュリティ管理責任者（以下、「CISO」という）を任命

し、情報システム管理責任者はグループ全体の情報システ

ムを、CISOはグループ全体の情報セキュリティを、それぞれ統

括管理する責任を負っています。なお、RRL、CCO、CIO、

CISOはデロイト トーマツにより独立的に任命され、情報シス

テム部門もデロイト トーマツに設置されており、デロイトグロー

バルやデロイトAPからは独立した運営が行われています。
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情報セキュリティ2

情報セキュリティマネジメント・安全管理措置

デロイト トーマツは、情報セキュリティマネジメントに関する国際規格であるISO 27001を取得しており、最先端の情報セキュリティ管理体制を整えています。

また、情報の安全管理措置として以下のような対策を実施しています。

◼ 組織的安全管理措置：情報セキュリティポリシーの遵守に関する監査及び漏洩時の懲戒処分や、契約の破棄、その他の法的措置

◼ 人的安全管理措置：雇用契約時及び委託契約時における非開示契約の締結。社員・職員及び関連する第三者への情報セキュリティポリシーの遵守、周知・徹底、研

修実施

◼ 物理的安全管理措置：執務エリアへの入退時のセキュリティカードによる管理及び監視カメラでのモニタリングや、ハイセキュリティエリアの設定及び限定された者のみの入

退許可、管理モニタリングを実施

◼ 技術的安全管理措置：業務責任者のみがファイルのアクセス権の付与及び変更を実施

また、情報セキュリティポリシーに対する違反が発生した場合、または、発生したことが疑われる場合には、速やかに必要な調査を開始できる態勢を整備することが義務付けられ

ています。当該態勢には、以下の事項が含まれています。

◼ 緊急連絡窓口の設置（24時間・365日対応可能）

◼ 事象の発生の際にすべての社員・職員及び関連する第三者が適時に同窓口へ報告するための事故対応手順の整備と遵守の徹底

◼ 事故の発生原因の究明、再発防止策の策定・遂行等、適切な事後対応の実施
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情報セキュリティ3

情報セキュリティ教育

デロイト トーマツでは、情報セキュリティの重要性や、グループを取り巻く情報セキュリ

ティリスク等の状況に鑑み、クライアント情報やグループの情報資産を保護し、個人

情報を適切に取り扱うための教育研修コンテンツを企画・開発するとともに、社

員・職員が情報セキュリティリスクの高い事象に適切に対処する知識やスキルを養

うための教育研修施策を実施しています。当該教育研修施策には以下のものが

含まれます。

◼ デロイト トーマツに新たに加入したすべての社員・職員に対する入社時研修

◼情報セキュリティ意識の向上や情報セキュリティポリシーの更新内容を確認す

るための受講必須のEラーニングコースの提供（年1回以上）

◼ デロイトグローバルと連携した、情報セキュリティ意識向上のための各種キャン

ペーンの実施（イントラネットを通じた最新情報の提供や注意喚起を年間を

通して実施）

◼ デロイトグローバルと連携した、フィッシング攻撃の脅威に対処するためのフィッ

シング対策訓練の定期的な実施

さらに、上記のような教育研修施策の実施を通じて判明した情報セキュリティ上の

課題や、社員・職員から得られたフィードバックに基づき、情報セキュリティポリシーの

見直しや新たな教育研修施策の開発等に継続的に取り組むことで、情報セキュリ

ティを確保するため態勢の一層の強化を図っています。

情報セキュリティ監査

デロイト トーマツでは、内部監査の一環として、内部監査室による情報セキュリティ

監査を実施しています。情報セキュリティ監査においては、内部監査室が主体と

なって、社員・職員及び関連する第三者による情報セキュリティポリシーの遵守状

況を確認し、グループの情報セキュリティマネジメント体制が適切に整備・運用され

ていることを監査することになっています。また、デロイトトーマツはISO27001認証を

取得していることから、年に一度、当グループ外の認証機関による認証維持審査も

受けています。

NIST SP800-171に基づいた高度なサイバーセキュリティ体制の確保

デロイト トーマツでは、複雑化・深刻化するサイバーリスクに対応して、クライアントに

対するサービス提供においてより一層高度なセキュリティの確保を重視しており、特

に安全保障等に関連する重要性・機密性の高い日本国の中央官庁案件での情

報管理において、NIST SP800-171に基づいたセキュリティの強化に取り組んでいま

す。
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独立性

会計監査を祖業とし、その信頼を基礎とするデロイトトーマツにおいて、独立性の保

持はあらゆる品質管理の基盤を成しています。独立性の基準は、法律、規制、職

業上の要件、および社会からの要請によって形成されており、デロイトトーマツに属す

るすべての社員・職員はサービスの提供、取引関係、雇用関係、および金銭的利害

に関連して独立性の方針および手順に従うことが求められます。デロイト トーマツでは、

独立性品質管理手続や諸問題に対して適時・適切に対処できる体制を整えており、

独立性品質管理システムは次のような特徴的要素から構成されています。

◼ グループ取引や独立性を保持すべきグループ会社のモニタリング

◼ 独立性関連規制や遵守状況レビューへの対応

◼ 独立性関連の研修および啓蒙活動

◼ 独立性ルール違反の発見、分析および懲罰規定の適用

◼ ビジネス関係の評価とそのモニタリング

◼ 契約の締結とそのモニタリング

◼ 非監査報酬比率のモニタリング

◼ 全社員およびプロフェッショナル職員に対してGIMS＊登録を義務付け

◼ 独立性ルール遵守のための予防的対応

◼ 社員および職員の金銭的利害関係及び雇用関係のモニタリング

◼ 社員ローテーションのモニタリング

◼ 随時コンサルテーション受付

◼ 法人検索準拠システムの運用

◼ 独立性年次確認の実施

デロイトネットワークにおいては、複数の法域で同じクライアントにサービスを提供するこ

とがあり得ます。このため、デロイトトーマツが新規のクライアントを受け入れるか、或い

は、既存のクライアントとの新規契約を受け入れるかを検討する際に、該当するすべ

ての法域において独立性要件を考慮しなければなりません。また、既存の監査クライ

アントに関しては、デロイトネットワークに属する他の国・地域のファームと当該監査ク

ライアントとの関係（非監査サービスの提供状況等）という点からも、独立性への

影響の有無を評価することが義務付けられています。

＊：GIMS（グローバル独立性モニタリングシステム）

個人の金銭的利害を登録することにより、制限銘柄の保有による独立性要件への抵触を

防ぐためのアプリケーションシステム。独立性ルール違反の予防を目的として、証券会社等金

融機関の口座情報（金融商品の情報）とGIMS とを自動連携するFIDIP（Financial 

Institution Data Import Program）を運用しています。FIDIP による自動連携を行うことにより、

GIMS 登録の作業時間を削減するとともに、GIMS 入力時のエラーや遅延を防ぐことが可能と

なります。
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リスクマネジメント

デロイト トーマツを取り巻く経営環境は、経済社会の移り変わり、クライアントや規制当局等からの要請などにより常に変化し、不確実性をはらんでいます。こうした環境

下において、デロイトトーマツは、品質管理とリスクマネジメント（QRM）の徹底に最大限の注意を払い、常日頃から関連する業務プロセスや手続をきめ細かくモニタリ

ングし、継続的な改善に努めています。潜在的に存在するさまざまなリスクが顕在化した場合には、デロイトトーマツの評判・ブランドの維持、一貫した品質に基づくサービ

ス提供などの点において、グループとしての安定的な事業遂行能力に重大な悪影響が及ぼされる可能性があります。デロイト トーマツでは、エンタープライズリスク フレーム

ワーク（ERF）を用いて、当グループが経営上対処すべき多種多様な潜在リスクを識別・評価し、優先順位付けを行いながらリスク管理を実施しています。

デロイトグローバルでは、各国・地域のファームのQRMプロセスの中核となる体系的なポリシー（DPM：デロイトポリシーマニュアル）が設定されています。これにより、デロイ

トネットワーク全体で準拠すべきポリシーが明確になり、国・地域の違いを越えて一貫性のある厳格なQRMプロセスが構築・運用されるための基盤が提供されます。DPM

ポリシーに基づき、各国・地域のファームはQRMプログラムの全体を主導・統括する責任者として、上級の職位にある経験豊富な人物をレピュテーション・リスク・リーダーに

任命することが義務付けられています。デロイトトーマツにおいて、レピュテーション・リスク・リーダーは、グループのExecutive Committeeの一員であり、デロイトトーマツ全体の

レピュテーション維持とリスク管理に関わる実務を統括し、関連する業務プロセスの遂行状況や取り組み状況を常時モニタリングし監督する責任を担っています。

また、デロイトネットワークにおける品質管理およびリスク管理のシステムを適切に機能させる上においては、グローバル共通での検査および監視のメカニズムが重要な役割

を果たしています。デロイトネットワークに属する各国・地域のファームは、デロイトグローバルの指導と監督の下、独自の業務評価を実施する義務を負っています。この業務

評価は、少なくとも3年に1回実施され、各国・地域のファームがDPMポリシーに準拠しているか、DPMポリシーが効果的に機能しているか、品質の高い業務・サービスが提

供されているかなどについて評価が行われる仕組みになっています。
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汚職・腐敗行為防止に関するコミットメント

デロイト トーマツは、汚職・腐敗行為を防止するための様々な取り組みを積極的に実施しています。贈収賄を含むあらゆる形態の汚職・腐敗行為を防止する全社的な

方針・行動規範をポリシーマニュアル「腐敗行為の防止（Anti-Corruption）」として策定するとともに、レピュテーション・リスク・リーダーの下に、アンチコラプション・チャンピ

オンを配し、グループ全体における汚職・腐敗行為防止に関する各種施策の実行を推進する体制を構築しています。

また、「Code of Conduct（行動規範）」に基づき、全ての社員・職員に汚職・腐敗行為防止へのコミットメントを求めており、その実現のためにトップマネジメントからの

メッセージ配信や、入社時および毎年必須としている研修の受講を通じて、前述のポリシーマニュアルの周知を図り、社員・職員への具体的な行動に繋げています。

汚職・腐敗行為防止に関する取り組みは、デロイトのネットワーク全体で行われています。デロイトグローバルの汚職・腐敗行為防止チームと、日本を含むデロイトの各国

ファームにおける汚職・腐敗行為防止のリーダーは緊密に連携し、世界中で一貫性のある汚職・腐敗行為防止に関する方針・施策等の策定と、その向上に務めていま

す。

デロイトは汚職・腐敗を根絶するための様々な取り組みを全世界において積極的に支援しています。デロイト グローバルは、国連グローバル・コンパクト（UNGC）や世界

経済フォーラムの反汚職パートナー・イニシアチブ（PACI）の初期段階から加盟しており、日本においても、UNGCのローカルネットワークである国連グローバル・コンパクト・

ネットワーク・ジャパンに当グループの経営およびマネジメント機能を有するデロイトトーマツ合同会社が加盟しています。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/coc.html
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パブリックポリシー

デロイト トーマツは、経済社会の重要な課題に関わるルールや政策を形成するための議論に積極的に参加しています。投資家、規制当局、専門機関、顧客・地域社

会などの主要なステークホルダーを含め、政策立案に関与する様々な方々との有意義な関係性を構築・維持することを通じて、特に次のような領域・テーマに焦点を当て

て活動を展開しています。

◼信頼性と透明性が確保され、十分な説明責任を果たし得る財務報告エコシステムのあり方の追求

◼多様な人材が、将来にわたり有意義な職業機会を得るために必要とされる適切なスキルや資格要件を獲得し得るような包摂的な能力開発にむけた取り組みの

構築

◼ テクノロジーの急速な発展に対応して求められる様々な規制・ルール策定に向けた提言の実施

◼経済社会の進歩・発展の度合いを包括的に計測するための手法や枠組みの開発・普及支援

デロイト トーマツは、自らの幅広い事業活動や多様なステークホルダーとの協働を通じて得られた知見に基づき、パブリックポリシーに関わる領域において一貫性のある未

来志向の取り組みを推進しています。



Performance
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Performance 指標一覧
2021年度の定量的な活動結果を以下に示します。
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Business Environmental

業務収入グループ合計（単位：百万円）

Digitalへの投資額
＊AEB：Assets Enabled Business。

従来プロフェッショナルが人手をかけて提供し

ていた専門的な知見やサービスを、可能な限

りデジタル・アセット化し、アセットを使ってクラ

イアントに関わる課題を速やかに分析して可

視化するとともに、それに基づきプロフェッショ

ナルが様々なアドバイザリーや助言を提供す

ることを可能にするもの

温室効果ガス (Greenhouse gas: GHG)

GHG排出量（単位：tCO2e）

※オフィスビルの電力・空調利用、

海外・国内出張に伴う移動および宿泊、

コピー用紙の使用量を対象に算定

Net-zero emissions by 2030
私たちは、 WorldClimateのイニシアチブに則り、気候変動に関して以下のコミットメントを

掲げています。

■出張時の飛行機・ホテル等の利用によるCO2排出量を

2030年までに1人当たり50％削減する（2019年比）

■2030年までにオフィスで使用するエネルギーの100%を再生可能エネルギーで調達する

■2030年までに自社で所有する自動車を100％電気自動車にする

■上記を含む諸々の排出量削減施策を補うため、有効性のある市場機会への投資を行う
Audit Innovationに関する詳細はこちら

FY20比 7000 tCO2e

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/worldclimate.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/topics/audit-innovation.html
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GovernanceSocial

多様な人材

プロボノ・寄付

Diversity, Equity & Inclusion

※男性育休取得率：

FY21期間内に配偶者が出産した男性のうち、育児休職・配偶者出産休暇・

育児参加推奨休暇の取得者の割合

※障がい者メンバー定着率：

障がいのあるメンバーうち、2021年7月1日時点で2年間以上在籍している者の割合

ボードアジェンダ領域別割合

女性ボードメンバー比率

Performance 指標一覧
2021年度の定量的な活動結果を以下に示します。
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