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CEOメッセージ

Impact Report2022：グループCEOからのメッセージ
Purposeの実現に向けてステークホルダーへの提供価値を向上する

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）のPurposeである「Making an 

impact that matters」はデロイトのネットワーク共通に

掲げられた存在意義であり、最も価値あることを社会

やクライアント、人材といったステークホルダーにもたらす

ために日々挑戦することを謳っています。会計監査を

祖業とし、パートナーシップを組織基盤とする私たちが

向かうべき方向は自己利益ではなく、ステークホルダー

へ提供する価値の向上であり、このことを追い求めて

いきたいです。

前期（FY22：2021年6月～2022年5月）の我々の

活動を振り返ると、「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」の各ビジネスにおいて既存

サービスを拡充しつつ、COVID-19下における企業のデ

ジタル化のニーズに応え、サイバーやクラウドおよびERP

各社との協業などの領域で業容を大幅に拡大しまし

た。また、グループで政府の経済対策に関わる大型案

件の支援を行うと共にサステナビリティやスマートシティ

といった分野で官民連携の取り組みを構想・推進す

るなど地域社会の持続性の維持・向上に貢献しまし

た。さらに、人のWell-being向上を目的としたウェルビー

イング財団によるNGO/NPOへの助成活動も本格的に

立ち上がりました。今期（FY23：2022年6月～2023

年5月）は活動対象の領域拡大と質の向上を目指

すと共に我々の価値創造の源泉である人材への

Empowermentを推進していきます。

この価値創造の基軸となるものが私たちの

Aspirational Goal（アスピレーショナルゴール／目指す

べき社会の姿）である「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』」です。

私たちが目指す「Well-being社会」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、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

合うことができる社会です。

Personal Well-beingは、この「Well-being社会」の起

点に位置付けられるものであり、個人が幸福であると

確信し、肉体的、精神的、社会的すべてにおいて満

たされた状態を理想としています。

当グループはこういった考えの下で、社員・職員がそれ

ぞれのPersonal Well-beingの実現を追求し、この場所

で働くことの喜びや誇りが高まると共に本来有する強

みや可能性が発揮されることで、その集団としてクライ

アントや社会に最大の価値を届けられるように仕組み

や環境づくりを強化していきます。

本レポートは、このような人材への取り組みも含めた

デロイト トーマツが展開する活動の一部を紹介すると

共に、会計監査を祖業としパートナーシップを組織基

盤とする当グループの組織体制やガバナンス・リスク管

理等の方針や活動を説明しています。本レポートが私

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

良くご理解いただくための契機となることを期待してい

ます。

デロイト トーマツ グループCEO 

木村研一



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

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。

「Well-being社会」の起点に位置づけられているのがPersonal Well-beingです。あらゆる人材が安心・安全に暮らし、多

様な個性や違いが十分に尊重される環境づくりを推進することで、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。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。

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

本大震災で被災された地域、特に東北の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。さらに、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奨しています。また、教育、スキル

開発、機会創出の 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、デロイトのネットワーク共通のWorldClimateイニチアチブのもとで、

“Net-zero with 2030 goals”を目標に掲げています。業務から発生する温室効果ガス（GHG）排出量についてSBTi

（Science Based Targets initiative）によって「1.5℃目標」との整合性が検証された2030年までのGHG排出量削減目

標を掲げ、取り組みを進めています。

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
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デロイト トーマツグループは、総人員17,000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」であり、それぞれに高度な

専門サービスを提供すると同時に、複数のビジネスに

属するプロフェッショナルが緊密に連携し、多岐にわ

たる専門性をつなぐことで、新たな価値の創出や複

雑な課題解決を行っています。これにより、個々のク

ライアントはもとより経済社会全体に求められる変

革の構想と実現に幅広く貢献することを目指してい

ます。

Business
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FY22の業績について

デロイト トーマツ グループ全体の2022会計年度（2021年6月～2022年5月以下、FY22）

の業務収入は前年度（FY21）比で約17％増の3,129億93百万円となりました。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の一部）が1,388億13百万円

（前年比12％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合計が

1,454億円70百万円（同20％増）、税理士法人・弁護士法人等グループ会社合計が

287億10百万円（同28％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、FY22におけ

る投資額は5,874百万円に上りました。

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4,036百万円となりました。 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の一部）

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

121,325

22,390

123,676

145,470

28,710

138,813

業務収入推移（百万円）

FY21 FY22

267,391 312,993
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◼ グループ各社の業務収入の単純合計

◼ 監査法人はFY22より新収益認識会計基準を適用

◼ 監査法人以外はDeloitteの報告基準（再委託先に支払う額及び関

連する諸経費などを除いたもの）にてFY21とFY22の業務収入を算出

◼ 監査法人以外も新収益認識会計基準を適用した場合のグループ全

体の業務収入は4,599億円
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監査・保証業務
監査・保証業務は、継続的なCOVID-19の影響や国際情勢等への適時適切な対応により、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監査イノベーション、グローバル対応力の強化、関連ステークホ

ルダーへ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、コーポレートガバナンス・デジタル・サイバー・レギュラトリー等に関わる広範なリスクマネジメントの専門性に基づき、民間企業やパブリックセクターに様々

なアドバイザリーサービスを提供しています。FY22はクライアント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等、昨今急速に重要性を増してきた経営課題に関しての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、 COVID-19下においてビジネスモデル、ワークスタイル、社内オペレーション等、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、Adviseか

らImplement、OperateまでEnd to Endでクライアントの課題解決を支援してきました。Implementの局面では、SAP、Salesforce、Anaplan等の業界リーダーとの連携も強力

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、 COVID-19下における市場の急速な変化に対し、クライアントが迅速に適応できるよう支援しました。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のほか、コンソーシングやアウトソーシングに代表されるクライアントのオペレーション改革を支援する需要が高まりました。これら税務部門の業務改革

をけん引すべく、デジタルやプロジェクトマネジメントのケイパビリティ強化を推進しています。今後も様々な課題についてクライアントの舵取りを支援するとともに、税制改革等

に伴う新たな課題に対し、クライアントが対応・解決できるよう努めてまいります。

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、昨年に引き続きCOVID-19下における政府の経済対策に関わる支援をグループ一体となり行いました。こういった中でクライシスマネジメント業

務は内製化などにより体制を強化しています。M&A業務に関しては、激変する経営環境にある企業の戦略立案からディール実行、PMIまでの一連のプロセスを一気通貫

で支援するために、Inorganicや協業を推進しケイパビリティを拡大しています。大企業のイノベーション・新規事業開発といった取り組みやスタートアップ企業への支援もデロ

イト トーマツ ベンチャーサポート株式会社により推進しています。

FY22の業績について 各ビジネスの事業活動の概況

8
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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

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。

また、近年、非財務・サステナビリティ情報が投資判

断の重要な情報源として注視され、我が国においても

有価証券報告書にサステナビリティの情報開示が行

われることが見込まれています。こういった動向に対して

私たちはステークホルダーのニーズに応える高品質な企

業情報開示の実現に貢献することで、健全な資本市

場の発展へ貢献します。

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。

公益
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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。

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

ネットゼロ世界の実現に向けた役割を果たすことを目

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

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/dtwb/deloitte-tohmatsu-well-being-foundation.html
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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 Values）

■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)

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。

11
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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。

2021.4 デロイト トーマツ ウェルビーイング財団設立

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

12
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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、デロイトのネットワーク共通のWorldClimateイニ

チアチブのもとで、“Net-zero with 2030 goals”を目

標に掲げています。業務から発生する温室効果ガス

（GHG）排出量についてSBTi（Science Based 

Targets initiative）によって「1.5℃目標」との整合

性が検証された2030年までのGHG排出量削減目

標を掲げ、社員・職員やクライアント、取引先などの

ステークホルダーとも連携した取り組みを進めています。

Environmental 
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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。そのために、気候変動に関する

様々な領域の専門性を有するメンバーが横断的にカーボンニュートラルの実現に向けた変革

を支援する体制を構築しています。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。

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

◼ 苫小牧市：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継続実施。苫

小牧で排出されるCO2を再生可能エネルギー導入で削減しつつ、削減できないCO2は
都市内で循環・貯留することで苫小牧全体のゼロエミッション化を目指す。

◼ 室蘭市：日本製鋼所M&E株式会社とともに、CO2削減が難しい製鉄・鉄鋼業を主
要な産業とする室蘭市において、日本全国の「鉄の街」の脱炭素先行モデルとして、

大規模な水素導入モデルを検討する。さらに、室蘭から、苫小牧・千歳・札幌を結ぶJ
カーブ経済圏に向けた水素供給基地となることで、北海道内でのカーボンニュートラル達

成に貢献することを目指す。

企業の非財務情報開示

近年、非財務・サステナビリティ情報が投資判断においても重要な情報源として注視され

ています。東京証券取引所「プライム市場」では気候変動関連の事業リスクをTCFD（気
候関連財務情報開示タスクフォース：Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures ）またはそれと同等の枠組みに基づき開示することを求めており、さらに、政府
による有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示の義務化が検討されています

このように非財務情報の重要性が高まる中で、デロイト トーマツは非財務情報開示の体

制構築強化に加え、TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース：Taskforce on 
Nature-related Financial Disclosures）をはじめとする生物多様性に関する包括的戦略
策定支援を開始する等、企業の本格的な仕組みづくりを支援するサービスを拡充していま

す。

2021年10月には、その活動の一環として、脱炭素化の諸課
題の解決に向けて、日本の強みを生かした勝ち筋とカーボン

ニュートラル達成の現実解を地域社会や産業界、企業に提

供すべく、デロイトトーマツの知見をまとめた書籍「グリーン・トラ

ンスフォーメーション戦略」を発行しました。また以下のような具

体的な活動を行っています。

さらに2022年6月には、より持続可能な未来に向けた道筋へ
とクライアントを導くためのグローバルの取り組みである

Sustainability & Climateと足並みをそろえ活動を進化してい
ます。

地域のエネルギートランジション
デロイト トーマツは再生可能エネルギーのポテンシャルと需要がある北海道にて脱炭素の

取り組みを推進していくための官民連携プロジェクトを支援しています。苫小牧市や室蘭

市において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、コンサルタントとして黒子の役割を担いながら、事業化のビジョンや仮説を作

り、実現に向けたディスカッションをサポートしています。

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/sustainability-and-climate.html
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WorldClimate：

SBTi基準に従ってネットゼロ世界の実現に向けた役割を果たす

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イニチアチブのもとで、“Net-zero with 2030 
goals”を目標に掲げています。業務から発生する温室効
果ガス（GHG）排出量についてSBTi（Science Based 
Targets initiative）によって「1.5℃目標」との整合性が検
証された2030年までのGHG排出量削減目標を掲げ、取り
組みを進めています。

Net-zero emissions with 2030
私たちは、デロイトネットワーク共通のWorldClimateのイニ
シアチブに則り、気候変動に関してSBTiによって「1.5℃目
標」との整合性が検証された以下のコミットメントを掲げて

います。

◼ スコープ1および2の温室効果ガス（GHG）排出量を、
2019年を基準として2030年までに70％削減する

◼ 出張によるスコープ3 のGHG排出量を、2019年を基準
として2030年までにFTEあたり50%削減する

◼ 2025年までに主要サプライヤーの67％（GHG排出量
ベース）が科学的根拠に基づく目標の設定に向けて

協働する

◼ 排除できないGHG排出量について、有意義な市場解
決策に投資する

これらを達成するために、2030年を達成期限とする以下の

ような追加目標の実現にも取り組んでいます。

◼ 当グループの建物で使用するエネルギーは100％再生
可能エネルギーとする

◼ 保有する車両を100％ハイブリッド自動車と電気自動
車に切り替える

さらに、私たちは次のステップとして、SBTi基準に従って長期
的な排出削減目標を設定し、引き続き「ネットゼロエミッ

ション」の実現に向けた役割を果たしていきます。

GHG排出量削減に向けた具体的な取り組み
デロイト トーマツでは、社員・職員一人ひとりの参画意識の

向上を図りながらGHG排出量削減目標を着実に達成す
るために、次のような取り組みをグループを挙げて推進して
います。

オフィスにおけるエネルギーの使用
東京地区のオフィス機能の大部分が入居する新東京ビル、

丸の内二重橋ビルが、すでに再エネ電力に切り替わってお

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割のスペースが再生可能エネルギー由来の電力で稼働し
ています。

また、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ることで、従来から取り

組んできたペーパーレス化を一層加速しています。

出張由来のGHG排出
私たちの事業活動におけるGHG（温室効果ガス）排出
量のうち、出張由来のものが全体の59％を占め（FY19実
績）、この部分での抜本的な取り組みが避けては通れな

い状況にあります。そこで2022年2月から、出張由来の
GHG排出量をFTE（Full-Time Equivalent＝フルタイムの
労働力に換算した人数）あたりでFY19比で半減すること
を目指すSustainable Travel Policyを発効しました。

FY22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、出張時の航空機等の利用に由来する

GHG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GHG排出量の削減目標を検討し、
FY23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。

デロイトグローバルが全世界33万人のメンバー向けに公開し
た気候変動に関するEラーニングプログラムの当グループにお
ける受講率は98.4％と高水準でした。

今後も、ボランティア活動、社内キャンペーン、各種活動参

画機会の拡大を通じて一人ひとりの参画意識向上を目

指します。

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

デロイト トーマツグループは、人が財産であるプロ

フェッショナルファームとして、価値創造の源泉である

人材の力を引き出す活動を推進しています。

私たちは社員・職員がありたい・なりたい自分を認

識しPersonal Well-beingを追求することで個人が輝

き、その集団としてファームがクライアントや社会に最

大の価値を届けられると考えています。そのための環

境づくりを強化し、社員・職員が共通の価値観を基

盤にしながら、互いの違いを理解・尊重し、一人ひと

りが生き生きと価値創造することを促進しています。

また、このような才能を輝かせる人材を有すると同時

に、社外にも仲間を増やし、他企業やNPO/NGOと

の協働により、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・インパクトの試みを推進してい

ます。
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人材への成長機会の提供：

人材採用の多様化

人材採用

デロイト トーマツ グループの総人員数は、FY22に前期比約10％増え、17,000名となりました。社会人経験者採用に加え、新たに当グループに参画した企業に所属してい

るメンバーを含めると、FY22の中途採用者の人数は2,744人となりました。

新卒採用については、会計士試験合格者の採用のみならず、近年はアドバイザリー・コンサルティング人材の採用を積極的に推進しています。FY22の通年の新卒採用

活動を通じて合計806人が新たにグループのメンバーとして入社しました。

デロイト トーマツ グループは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」のランキングにおいて、2年

連続で10位内に選ばれるなど広く就職先や転職先として認知されてきています。コンサルタントなどのプロフェッショナル職を志望する若年層が増える中で、就業先として

選ばれる存在になるだけでなく、採用候補者と当グループの間で就職後の期待役割を選考過程から相互に確認し擦り合わせるための取り組みを強化しています。

こうした取り組みの一環として、採用選考時に実際の業務をイメージしやすい情報を提供することに力を入れています。また、求人内容の具体化や要件の詳細化および

入社オファー者に対するカジュアル面談の実施も行っています。さらに、当グループは人材の多様性がイノベーションの創造や価値あるサービス提供の源泉になると考え、

ジェンダーバランスを考慮した女性の採用や、未経験者でも独自の知見や高い目的意識を持った人材の採用を強化しています。FY23 はより中長期での当グループの人

材に関する考えを幅広く発信したり採用候補者とのタッチポイントを増加したり、取り組みを進化させていきます。
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デジタル人材育成

当グループでは、デジタル人材をビジネスお

よびデジタルの双方の能力が融合し、新

たな価値創造・変革推進をする人材と位

置づけています。その上で、デジタル社会

への対応を加速するためにビジネス横断で

共通して求められるデジタルスキルの特定

とその育成方針につき、グループ全体で検

討しています。FY22から23にかけて全体的

なスキルマップを構想しつつ、まずはグルー

プで共通して求められるスキルを「Digital

ベーシック」として特定し、「IT基礎」「デジタ

ルマインドセット」の2つの領域で重点育成

施策の展開をしています。

グローバル人材育成

FY22にグループ横断で、高いグローバル対

応力を備えたリーダー人材の継続的輩出

とそれに向けたパイプラインの強化、及びそ

れを支える共通意識の醸成を目的とした

取り組みを発足しました。その一環として、

「グローバル人材」の人材像を明確にし、

必要な語学力と求められるグローバル・コ

ミュニケーション力やリーダーシップスキルに

応じた研修を設定しています。例えば日

常的にグローバル業務に関与していないも

のの将来グローバルリーダーとして期待され

るメンバーに対して、それぞれのレベルに合

わせて、インタラクティブなコースを提供し、

人材のグローバル化を推進しています。

ソフトスキル

当グループでは個人が責任ある行動をとる

ことの意識づけや自己管理の徹底のため

に、倫理や独立性、情報セキュリティと

いった必須研修をグループ全体行っていま

す。また、メンバー同士が違いを理解し、協

働していくためにDEI（Diversity, Equity & 

Inclusion）研修にも力をいれています。こ

ういったソフトスキル研修は、FY22において

一人当たり約35時間を費やしています。さ

らにFY23から最も身近な存在である上

司・部下の対話の質を向上し、互いに共

感し信頼できる関係構築を強化していま

す。上司がコーチングやチェックイン等の機

会を有意義なものにしPersonal well-

being向上に寄与する「良い聴き手」とな

るために傾聴研修をスタートしています。

人材への成長機会の提供：

テクニカルスキルとソフトスキル双方の育成

人材育成

デロイト トーマツ グループは一人ひとりの社員・職員がありたい・なりたい自

分を認識して自己実現を追求できるように、さまざまなサポートを提供して

います。人材育成研修では、各ビジネス領域でのテクニカルスキルの向上

はもとより、グループ横断での育成施策を強化しています。特に、グローバ

ル人材の育成やデジタル領域でのスキル獲得を支援するプログラムに注

力しています。さらにプロフェッショナルとして自律性の向上や多様なメン

バーとの協働を促進させるソフトスキルの獲得に向けた支援も強化してい

ます。
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相互の共感と信頼の構築：

Ethics & Integrityのカルチャー

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

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、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。

また、業務の遂行においてもすべての社員・職員が常にIntegrity（誠実性）を持

つ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。

個人がIntegrityを持った判断や行動ができるよう指針を示したものが「デロイトトー

マツグループCode of Conduct」です。すべての社員・職員は年次確認手続の一環

でその遵守を表明しています。加えて、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・更新し、これを

使ったワークショップ型の研修を、すべての社員・職員を対象に実施しています。

Ethics & Integrityに関する組織風土の状況分析を目的として、毎年、すべての社

員・職員を対象とした「エシックスサーベイ」を実施し、その結果を踏まえて継続的

な改善施策を実施しています。FY22のエシックスサーベイではEthics & Integrityのカ

ルチャー醸成に関連する項目で次のような結果となりました。

FY22 Ethics Survey回答結果（該当箇所の抜粋）
◼ 84％の社員・職員が、職場でエシックス上の問題に直面した場合、適切に

対応する心構えができていると回答

◼ 93%の社員・職員が、過去1年間にエシックスに反する言動に直面または目

撃しなかったと回答

◼ 76%の社員・職員が、デロイトトーマツで働く全ての人が、同じ行動基準を

持ち合わせていると考えていると回答

さらにここ数年はグループの発展に伴う人員増や、グループ経営の推進による異な

るビジネス間の連携強化のため、互いの共感や信頼を深めるEthics & Integrityの

カルチャーの重要性が一層増しています。このような状況を踏まえ「Ethical Culture 

Change」と称して以下のような活動を行っています。
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相互の共感と信頼の構築：

Ethics & Integrityのカルチャー

カルチャー醸成のための継続的な取り組み
◼ 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/外部相談窓口）サービスの利用促進

◼ ExecutiveやEthics Officer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

◼ Ethical Culture Change Discussion研修や昇格時研修など、ディスカッショ
ンを通じて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

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て公開し、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。

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程（報復禁止規

定）を定め、Ethics Officerの管理下で、グループ内で独立した内部専任調査チー

ムもしくは外部専門家（弁護士、社会保険労務士など）が関与することで、調

査の中立性と秘密保持を徹底しています。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/mgmtpolicy.html
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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。あらゆる「違い」を「強み」として受け止め、積極的に活かし

ていける組織風土を根付かせることで、一人ひとりが本来有する強みを開花させ

ながら活躍できる社会を実現することを目指しています。

現在デロイト トーマツは、デロイトグローバル共通のDEI施策であるALL-IN戦略の3

本柱（ジェンダー平等、LGBT＋、メンタルヘルス）に日本独自の文化的背景や

社会課題を加味して、次の計5つの切り口から様々な取り組みを推進しています。

ジェンダー平等

女性リーダーの比率向上に向け、一人ひとりの育成計画の策定や女性リーダー候

補者を対象としたスポンサーシップや早期育成プログラム、また評価や登用時のバ

イアス除去のための仕組み等を導入しています。こうした活動を通じて、FY22もパー

トナーおよびマネージングディレクターの女性比率は10.2％（FY21は10.0%）、女

性管理職比率は19.4％（FY21は19.3%）と前年度から増加しています。

相互の共感と信頼の構築：

DEI (Diversity, Equity & Inclusion)

また、社内外で開催されるパネルセッションにおいて、女性の登壇機会を増やしバ

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である“Panel Promise”を導入しています。さらに、ジェン

ダー平等の加速には、女性の視点だけでなく企業の中の多数を占める男性の視

点を採り入れることが不可欠である、という認識のもとで、有志メンバーによって発

足した「男性ネットワーク」プロジェクトによる各種啓発活動なども積極的に行われ

ています。

そのほか、当グループ内に留まらず社会全体のジェンダー課題解決に向け以下のよ

うな取り組みを実施しています。

◼ ジェンダーバイアスの根強いテクノロジー領域で活躍する女性を広く育成強化す

るWomen in Tech活動

◼ 女性エグゼクティブ及び次世代リーダーをサポートするための包括的な取り組み

であるSheXO Club活動

◼ 企業の重要意思決定機関に占める女性割合の向上を目的とした世界的キャ

ンペーンである30% Clubの日本での活動支援

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/group-diversity/panelpromise.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/careers/articles/women-in-tech.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/cfop/shexo-club.html
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相互の共感と信頼の構築：

DEI (Diversity, Equity & Inclusion)

Multi Culture（多文化共生）
デロイトトーマツには850名を超える外国籍メンバーに加え、日本以外での教育・就

労経験やルーツをもつメンバーも年々増加傾向にあります。こうしたメンバーが、国

籍や文化的背景などの「違い」を「強み」として活躍できるように、様々な角度から

環境整備に努めています。

外国籍メンバーを対象とした日本文化・慣習などに関する研修や、ムスリムをはじ

めとする多様な信仰・宗教に関する理解啓発などに加え、グループ全体でも異文

化理解研修を展開しています。また、社内コミュニケーションのバイリンガル化や祈

祷室の設置等、インフラ面でのインクルージョンも強化しています。

LGBT＋
LGBT+当事者は非当事者と同じ権利を有するべきであるとするデロイトグローバル

共通の考え方に基づき、以下3つの軸でLGBT+のメンバーに対する包摂性（インク

ルージョン）を高める取り組みを推進しています。

◼ 制度・インフラ：同性パートナーも配偶者として定義することで福利厚生面での

不平等を解消、ホルモン治療を含む性別適合治療等を事由とした追加の有

給休暇取得等の制度面の整備、「誰でもトイレの設置」によるインフラ強化等

◼ 風土・カルチャー醸成：LGBT＋に関する研修をグループ全員に必修化、158名

の有志メンバーによるAllyネットワーク活動や当事者のストーリーテリング、各種イ

ベントを通じたコミュニティ強化等

◼ ソーシャルインパクト：NPO団体や教育機関と連携したLGBT＋啓発や寄付に

つながる取り組み、出張授業や積極的な対外的発信等、デロイトトーマツ内

のインクルージョンのみならず社会全体のLGBT＋インクルージョンにつながる取り

組みの推進

これらの活動が評価され、任意団体work with Prideによる、職場におけるセクシュ

アル・マイノリティへの取り組みに対する評価指標（PRIDE指標）にて、インクルー

ジョン推進企業に贈られるアワードで最高位の「ゴールド」を2018年から4年連続で

受賞しています。
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DEI観点からのWell-being推進
多様なメンバーがサステナブルに働くことのできる環境整備を重要視し、妊娠・出

産、育児・介護等のライフイベントを支える各種制度を整備。産前講座や産後ケ

ア教室、介護やベビーシッター代の補助などに加え、社会課題も反映した各種取

組みも推進しています。

◼ COVID-19感染状況の中で一層深刻化していると言われるメンタルヘルスの問

題に関し、偏見を除去し体系的な知識を習得するための研修の実施や、仕

事やプライベート問わず無料で専門家のコンサルテーションやカウンセリングを受

けられるEAP（Employee Assistance Program/外部相談窓口）など、各種施

策の導入

◼ COVID-19下で在宅時間が増える中で、それ以前と比較して増加したといわれ

る「ドメスティックバイオレンス」に苦しんでいるメンバーに対し、専門機関と連携し

たシェルター提供や相談対応、同行支援、また特別休暇の導入

◼ 卵子凍結や不妊治療などの生殖医療への理解啓発や実際の費用補助が受

けられるサービスの導入、また更年期に関する理解啓発や休暇制度などの整

備

デロイトトーマツは、以上のような多面的な取組みが評価され、日本初のD&I総合

アワードであるD&I Award 2021において、大企業部門でセミグランプリならびにベス

トワークプレイス認定を受賞しています。

その他DEIの方針・活動の詳細はこちらをご覧ください。

相互の共感と信頼の構築：

DEI (Diversity, Equity & Inclusion)

障がい

デロイト トーマツには、FY22末現在障がい者手帳を保持するメンバーが272名在籍

しています。あらゆるメンバーが障がいの有無に関わらず、プロフェッショナルとして十

分に能力を発揮して活躍できる環境・風土を構築することを目指して取り組みを

推進しています。

その一環として、グループの全てのメンバーに合理的配慮に関する研修の受講を義

務付けているほか、社内のジョブコーチや公認心理士、臨床心理士などの専門家

や社外支援機関とも連携を強化しながら、障がいのあるメンバーの採用・定着強

化につとめています。

この結果、障がいのあるメンバーの定着率はグループ全体で96.7％と高い水準を

保っています。こうした実績を踏まえ、デロイトトーマツの障がい者活躍推進施策を

他の企業や自治体などにも積極的に紹介・普及する活動も行っており、障がい者

に対する社会全体でのインクルージョン強化にも貢献しています。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/topics/group-diversity.html?icid=top_group-diversity
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地域振興支援・プロボノ・海外途上国支援の連携強化

デロイトトーマツは、東日本大震災で被災された地域、特に岩手・宮城・福島の

復興支援活動を行ってきました。その活動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、

有志のメンバーで組成した社内プロジェクト「Just Do It!!地域イニシアチブ」にて、幅

広い地域を対象とする取り組みを実施しています。

また、NPO向けにコンサルティングサービスを無償で提供するプロボノ活動を行ってい

るほか、途上国のスタートアップ企業やスポーツ教育及び国際交流の支援も行って

います。

現在、これらの活動の連携強化を進めており、デロイトトーマツの総合力を最大限

に生かすことでより大きなインパクトの創出を目指しています。

WorldClass：

教育、スキル開発、機会創出の分野でポジティブなインパクトを及ぼす

デロイト トーマツは、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、FY22までの過去5年間で累計496,902人の人々に対

するインパクトの提供を達成しています。

WorldClass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レベルの

Societal Well-beingの向上に資するものです。受益者となる人々やその代表であ

る非営利団体などから認められた貢献に応じて、インパクト（人数）を算定してい

ます。より大きなインパクトを効果的に創出していくために、政府機関・教育機関・

NPO/NGO等の社外の様々なステークホルダーとの連携・協力を強めています。また

同時に、持続性のある取り組みになるよう、デロイトトーマツに属するメンバーの能

動的な関与を促進しながら活動のすそ野を広げており、寄付、ボランティア、プロボ

ノ支援、スポンサーシップ、協業など様々な形で推進しています。

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

教育、スキル開発、機会創出の分野でポジティブなインパクトを及ぼす

ボランティア機会の増加

COVID-19感染拡大により、ボランティア活動は引き続きリモート形式で展開しまし

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、2021年春に続き、2021年10月には「秋のウォーキングキャンペーン」を

実施し、グループの社会貢献活動イベントとしては過去最多の910名が参加しまし

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」に賛同した活動

で、参加者全員の総歩数に応じてグループからTFTへ寄付をする仕組みにより、途

上国の子どもたちの給食2,846食分の寄付に繋がりました。

また2021年10月から11月にかけて、社会福祉法人東京都社会福祉協議会の

東京ボランティア・市民活動センターの協力を得て、在宅またはオンラインで参加で

きる「秋のリモート・ボランティア2021」キャンペーンも実施しました。同時期にボラン

ティア休暇制度を導入したことも追い風となり、家族と一緒に参加できたり、経験

やスキルが活かせたりする多様な活動プログラムを用意し、社内の約260名のメン

バーが参加しました。

寄付文化の醸成

様々な困難に直面する人々に支援をする方法として、デロイトトーマツでは寄付を

積極的に取り入れています。折々に触れて寄付の機会を作り、対象先の活動を

社内に紹介しながら参加を募り寄付文化の醸成を行っています。

2021年12月の寄付月間においては、非営利団体6団体を対象にファンドレイジン

グキャンペーンを実施し、529名のメンバーから総額 7,769千円の寄付金が集まりま

した。法人としての同額のマッチング寄付とともに、COVID-19下で多大な影響を受

けた活動の継続、発展に役立てられました。

また、中央共同募金会と協働し2012年1月から10年にわたって継続した東日本

大震災被災遺児育英募金は総額約1億6千8百万円の寄付金を持って活動終

了となりました。2022年2月からはその伝統を受け継ぐ形で赤い羽根福祉基金へ

の寄付を行う「WEB募金箱」の運用がスタートました。

以上に加え、軍事侵攻に見舞われているウクライナへの人道支援寄付も募集しま

した。計1,317名のメンバーから総額13,915千円の寄付が集まった他、デロイトトー

マツ ウェルビーイング財団からも2,000千円を寄付する形で、日本赤十字社、認定

NPO法人日本UNHCR協会、認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン、Deloitte 

Poland Foundationを通じてウクライナ支援に役立てられました。
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デロイト トーマツ ウェルビーイング財団：

人とひととが繋がり大きな課題解決を目指す

デロイト トーマツは、「Well-being社会」の実現に向け、様々な角度から社会価値
創出に向けた取り組みを強化しています。

その一環の取組みとして、2021年4月にデロイトトーマツ ウェルビーイング財団（以
下、DTWB）が設立されました。DTWBでは、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でのSocietal Well-beingおよび人や社会を含むすべての基
盤である地球環境レベルでのPlanetary Well-beingの向上を目指しており、寄付・
助成という手段を通じて、解決が困難な社会課題解決に取り組む団体を支援し

ています。

DTWBの助成事業では、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」

に着目しており、複数の団体からなる「共同体」への助成を通じ、インパクトの最大

化を目指しています。そのため、単独の団体への助成ではなく、複数の団体が協働

して実施する社会的インパクトの大きい課題解決への取り組みへの支援に主眼を

置いています。

DTWBが助成の対象としている事業のテーマには、教育・スキル開発・就業機会創
出が含まれており、こうした領域においてポジティブなインパクトをもたらすことを目指

す「WorldClass」の取組みとも密接に連携しています。

FY22に行われたDTWBによる第1期の助成先公募においては、応募総数45件の中
から理事会における審査の結果、認定特定非営利活動法人ラーニング・プラネット、

職場のダイバーシティ推進プロジェクト、Inside-out Edu Projectの計3件への助成金
の交付が決定されました。助成期間は2021年12月～2022年11月であり、助成
金総額は1,000万円でした。

DTWBの助成事業は、助成応募先に不足している知見やノウハウを提供し、その
活動を中長期的に支援する「伴走者」の設定を必須としている点にも特徴があり

ます。「伴走者」は必要に応じて当グループ内からも設定します。第1期の助成先公
募に応募した共同体に関して、事業を促進する上で必要な伴走事項を「経営」

「人的支援」「事業インフラ」「ガバナンス」などの項目で洗い出したうえで、当グルー

プ内の伴走支援応募者と共同体とのマッチングを行いました。その結果、23共同
体に延べ39名の社員・職員を伴走者として決定し、現在、多くの伴走者が知見を
活かした積極的な支援を実施しています。

（本助成事業および第１期助成先団体の詳細はこちらの映像でもご覧いただけ

ます）

FY23の第2期の公募では、FY22期と同様の「Societal Well-being（ソサイエタル
ウェルビーイング）助成枠」と、デロイトトーマツが推進する「GX グリーン・トランス
フォーメーション戦略」の趣旨に沿った領域である「Planetary Well-being（プラネタ
リー ウェルビーイング）助成枠」の2つの枠を設けてWell-being社会の実現に寄与す
ることを目指します。助成先団体や助成金総額は2022年12月に発表予定です。

また、DTWBは注力する教育・スキル開発・就業機会の創出の活動の一環で、子
どもの教育分野におけるコレクティブ・インパクト実証実験として株式会社公文教

育研究会（以下KUMON）と協働しています。傾聴とダイアローグを土台とした子
ども青少年支援事業（居場所支援、学習支援、相談支援）を手掛ける特定

非営利活動法人アーモンドコミュニティネットワークのフリースペースにて、様々な理由

で学習支援が必要な子どもたちを主な対象とし、学習能力向上ならびにキャリア

形成に繋がる教育支援を実施していきます。

https://www.youtube.com/watch?v=42WxYQYqpe4
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Future of Citiesの書籍の監修
デロイト トーマツは2022年8月に発刊した書籍の監修を通じて、人間中心のスマー
トシティについての考えを広めると共に、都市ごとに異なる多様な取り組みを、前

橋、大阪、苫小牧、今治、鹿嶋、西新宿、千葉、成田、沖縄といった事例を通じ

て紹介しています。

初の地域イノベーション拠点を前橋市に開設
国が進めるデジタル田園都市構想を実現するため、新オフィス「MAEBASHI Social 
Innovation Hub」を2022年7月に前橋市に開設しました。本オフィスはデロイトトー
マツ初の地域イノベーション拠点であり、グループ法人7社が進出し、様々な専門
性を繋げながら地域密着型のサービスや取組みを実施していきます。本拠点を地

元企業や住民と協力した取り組みの活動基盤とすると共に、多様な人材が前橋

で活躍できるように育成機会の提供や雇用創出にも貢献します。さらに様々なセ

クターや多様な企業が連携する取り組みにより、社会課題解決を実現するソー

シャルイノベーションを前橋を起点に創出し、全国に展開することを目指します。

Societal Well-being:

Future of cities 人間中心のスマートシティの実現を通じてWell-being社会を目指す

スマートシティは人を中心とした都市の在り方を先端技術を用いて実現することに

主眼が置かれ、都市が抱える複雑な社会課題を多様なステークホルダーの参画・

協力により解決していく取り組みに進化しています。私たちの考えるWell-being社
会が掲げる、すべての人が主体的に関わり、その成果を実感し、分かち合える社

会へとつながる取り組みであり、私たちはスマートシティの構想や実装を通じてWell-
being社会実現の道筋を描くことができると確信しています。デロイトトーマツはス
マートシティの実現にあたり、次の４つの「結ぶ」を提唱し、我が国のスマートシティに

グランドデザインを描きながら、持続可能な都市創りに貢献していきます。

◼ 異なる価値を結ぶ：グランドデザイン

スマートシティの実現には多様なステークホルダーが長期的ゴールを共有しながら共

創する仕組みづくりが必要です。経済的な価値だけではなく、社会的価値も含め

多様な価値を可視化し、長期的かつ領域を横断するグランドデザインを描くことが

重要です。

◼ 都市と資本を結ぶ：ソーシャルファイナンス

スマートシティが創出する新たな価値に対しては、伝統的なファイナンス手法だけで

は十分な資金が供給されません。経済的・社会的価値の双方を捉えつつ、行

政・民間企業に限らない多様なステークホルダーから資金を調達する仕組みである

ソーシャルファイナンスの活用が注目されています。

◼ 人と人を結ぶ：共通の価値観を具現化する推進主体

グランドデザインで構想した様々なプロジェクトにコミットする推進主体が収益性・

公益性の双方をいかに追求するのか。共通の価値観を見出し、官・民、そして市

民が協調したクロスセクター連携を実現することが肝要です。

◼ 都市とテクノロジーを結ぶ：まちづくりを支えるテクノロジーの実装

テクノロジー実装を目的化するのではなく、従来の街づくり活動をより効果的・効

率的にすることや、手の届かなかった課題に取り組む手段としてテクノロジーを活用

することが求められます。

29
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デロイト トーマツは、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、リスク&エシッ

クス委員会および公益監督委員会を設置し、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。現在

のボードメンバーの女性比率は45.5％です。ボードメ

ンバーのプロフィールについては、こちらをご覧ください。

FY22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。

Governance
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/about-deloitte-japan/jp-group-ine-member-202210.pdf
https://preview2.deloitte.com/content/www/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte-japan/executives.html?nc=42
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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内法人と組織構成（2022年5月末現在）
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デロイト トーマツグループのガバナンス

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。グループに所属するパート

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た上で、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、リスク＆エシックス委員会、公益監

督委員会を設置し、ガバナンス機能を強化しています。

例えばリスク＆エシックス委員会では、グループ全体で提供する業務全般の

リスク管理体制の監督だけでなく、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やグループの定めるCode of Conduct
の遵守状況を監督しています。

また、出資者であるパートナーに対してグループ全体のガバナンスや経営執行の状況を透明性高く共有するために、ボードが主体となって各種のイベントを開催しています。

FY22においては、全パートナー向けのTownhall Meetingを3回実施し、さらにパートナーとの双方向の意見交換・意見聴取の場であるStraight Talkの会を設け、計6回開催
しました。

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レピュテーション・リスク・リーダー（以下、「RRL」という）が毎回ボードに陪席していま
す。さらに、ボードがインクルーシブな組織の先例を示すべく女性の積極登用を進め、FY23からの新しい体制では女性比率が45.5％となりました。

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。

デロイト トーマツグループのガバナンス体制

33
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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、総人員約41.2万人を擁する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、全世界150ヵ国以上に及ぶ国や地域で運
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、これらの国・地

域で活動する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・地域のファームにおける適用法令の遵守と機能・組織の独

立性を前提としながら、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を

行う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、現在に至るまで約50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のボード副議長でもある渡
辺淳子がThe Deloitte Global Board of Directorsのメンバーを務めています。また、
グループCEOの木村研一が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、2022年6月から渡辺淳子がデロイトAPのボー
ド副議長を、永山晴子、福島和宏の2名がボードメンバーを務めています。また、永
田伸之、レオ石橋、大久保伸夫、郷田英仁の4名が、それぞれDeputy CEO兼
COO、CFO、 Clients & Industriesリーダー、Audit & AssuranceリーダーとしてAP 
Executiveに参画しているほか、グループCEOの木村研一もエグゼクティブメンバーを
務めています。

＊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

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は、ファイル単位で暗号

化して管理しています。

情報セキュリティ推進体制

デロイト トーマツのRRL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、グループのチーフ・インフォメーション・オフィサー

（以下、「CIO」という）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。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/footerlinks1/informationsecurity.html?icid=bottom_informationsecurity


Business Environmental Social Governance Performance

情報セキュリティ

情報セキュリティマネジメント・安全管理体制

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認証を取得・維持してお

り、最先端の情報セキュリティ管理体制を構築、運用

しています。

また、情報セキュリティに関する事故が発生した場合

（もしくは発生のおそれがある場合）に関しては、緊

急連絡窓口の設置、事故対応手順の策定・社内周

知、事故の発生原因の究明、再発防止策の策定・

遂行等、適切な対応を実施する態勢を整備していま

す。

昨今複雑化・深刻化を増すサイバーリスクに対しては、

デロイトグローバルの持つ世界最高水準の技術と連携

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たサイバーセキュ

リティ対応体制も構築しています。特に安全保障等に

関連する重要性・機密性の高い国内の中央官庁案

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。

情報セキュリティ教育

デロイト トーマツでは、クライアントに対する守秘義務の

遵守がグループの信頼の基礎となっていること、また情

報セキュリティの重要性がより一層高まっていること、さ

らにグループを取り巻く情報セキュリティリスク等の状況

に鑑みて、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各種教育研

修を社員・職員に対して実施しています。その上で、

万が一情報漏えいが発生した場合には、その行為者

の厳正な処分を行っています。

また、フィッシングメール対策訓練を定期的に行い、社

員・職員のフィッシング攻撃に対する注意喚起を行っ

ています。

情報セキュリティ監査

デロイト トーマツでは、内部監査室による情報セキュリ

ティ監査を実施しています。当該監査においては、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システ

ムが適切に整備・運用されていることを監査しています。

また、デロイト トーマツはISO27001認証を維持するため、

外部認証機関による審査を毎年受けています。



Business Environmental Social Governance Performance

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

独立性の保持はプロフェッショナルサービスを提供するうえでの根幹であり、一人ひと

りのプロフェッショナルの独立性に関する理解を広げるだけでなく、姿勢や行動に定

着させていくことが必要です。複雑なルールの理解や所定の手続きへの対応も求めら

れるため、FY22には社員・職員の独立性に関する身近な相談役や部門単位の独

立性関連情報の発信役として各ビジネスや部門において独立性チャンピオンを設置

し、次のような役割を果たしています。

◼ 所属組織内での独立性に関する身近な相談対応。判断が難しい案件を適時に独立性

部門などと連携してスムーズに課題解決するつなぎ役

◼ 個人の独立性に関するビジネス内の情報発信

◼ 独立性に関する文化の醸成や定着に関する所属組織内の状況や問題点、施策に対す

る反応や改善点などをビジネス内のプロジェクトチームにフィードバック

◼ 独立性チャンピオン同士の情報交換

＊：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。
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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等により常に変化し、不確実性をはらんでいます。こうした環境下

において、私たちは品質管理とリスクマネジメント（QRM：クオリティ＆リスクマネジメント）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。

デロイトのネットワークでは各国・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）が設定されており、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ています。

また、品質管理およびリスクマネジメントのシステムが適切に機能する上において、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等につい

て評価が行われる仕組みになっています。

各国・地域のファームはDPMポリシーに基づき、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、当グループの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。

レピュテーション・リスク・リーダーは、職務の遂行状況をグループCEOとボードの双方に報告する義務を負っており、これによりマネジメントが経営リスクを適時に把握し適切

な措置を採ることができる体制を構築しています。

リスクが顕在化すると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等の点において、グループとしての安定的な事業遂行能力に重大な悪

影響が生じ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、設定した優先順位に基づきリスク管理を実施しています。なお、昨今発覚した監査法人における公認会計士資格の表記に関する誤りを厳粛に受け止

め、その再発防止にグループ一丸となって取り組んでまいる所存であります。
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汚職・腐敗行為と金融犯罪防止に関するコミットメント

デロイト トーマツは、「Code of Conduct（行動規範）」に基づき、全ての社員・職
員に汚職・腐敗行為ならびに金融犯罪の防止へのコミットメントを求めています。ま

た、デロイトグローバルや各国ファームとの連携を通じて、汚職・腐敗行為と金融犯

罪を防止するため以下のような取り組みを積極的に行っています。

◼ 贈収賄を含むあらゆる形態の汚職・腐敗、金融犯罪行為を防止する全社的

な方針・行動規範であるポリシーマニュアルの策定

◼ 早期の課題発見と解決につなげる相談窓口の設置

◼ 社職員の腐敗行為防止に対する意識強化に向けた内部研修の実施やトップ

マネジメントからの定期的なメッセージ発信

◼ 定期内部監査によるモニタリングと継続的な施策改善

各領域の取組みの特徴と最近の動向は以下の通りです。

汚職・腐敗行為防止

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）に初期段階から加

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。

ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響により世界各国でかつてない規模で政

府支出が増加しています。当グループが公共領域におけるサービスに関与する際に

も、腐敗行為関与リスクの予防・回避の徹底を図るべく、受注プロセスにおける内

部確認手続を追加導入するなどの対応をしています。

金融犯罪防止

昨今マネーロンダリング領域において、テロ資金供与や犯罪収益移転へのより一層

徹底した対策が、世界的にも強く求められるようになっています。一般に、士業者

のようなプロフェッショナルには、その専門性や社会的信用の高さからマネーロンダリ

ングに利用されるリスクがあることが指摘されています。デロイトは、こうしたリスクに

対処するために、FY22にはネットワーク共通のポリシー「アンチ・マネーロンダリング」を

発行し、グローバル規模で金融犯罪防止方針や関連手続を一層充実させていま

す。また、日本国においては国際組織である金融活動作業部会（FATF）の2021

年の対日審査の結果を受けて、企業を含めたマネーロンダリング対策の強化を進

めており、当グループにおいても対応の検討を始めています。

貿易管理（Trade Control：輸出管理、経済制裁）領域
デロイトは、FY22にグローバル共通のポリシーとして「Trade Control」を発行し、世界
各国・地域における経済安全保障関連法制を遵守する取り組みを一層強化して

います。昨今のウクライナ情勢に関しては、デロイトのネットワーク全体で共通のガイ

ドラインに沿った対応をするとともに、定期的に各国ファームが連携して情報収集と

対応改善を重ねています。

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、企業、社員・職員、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、人々や社会そして経済にポジ

ティブな影響を与える次のような領域・テーマに焦点を当てて活動を展開しています。

◼公平な気候変動対応と環境・社会・ガバナンス（ESG）情報の報告を通じた

地球の長期的な健全性と持続可能性を支持する

◼多様性、公平性、包摂性（DEI）を強調し、より大きな経済的・社会的繁

栄を推進する

◼人工知能を含む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を行う

◼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・普及を支援する

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、より広範囲な社会的関心事に対して責任あるビジネ

ス上の意思決定を行うと共に、我々が取り組むべきパブリックポリシーの課題に対

する「声」を発信していきます。

こうした取り組みの一環として、デロイトトーマツ合同会社は2022年2月に、一般社

団法人日本経済団体連合会（経団連）に加盟しました。会員企業を含むス

テークホルダーとの連携を強化しながら、グループとしての政策提言機能とそれを支

えるネットワークを拡充していきます。私たちはこれまでの主要なステークホルダーと連

携したパブリックポリシーに関する課題解決の取り組みをより強固なものへと進化し

ていきます。
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2022年度の定量的な活動結果を以下に示します。

Business Environmental

グループ合計（単位：百万円）

一人あたりGHG排出量（単位: tCO2e）

温室効果ガス（Greenhouse gas: GHG）

排出量（単位: tCO2e）*3

Net-zero emissions with 2030
デロイトネットワーク共通のWorldClimateのイニシアチブに則り、気候変動に関してSBTiによっ

て「1.5℃目標」との整合性が検証されたコミットメント

◼ スコープ1および2の温室効果ガス（GHG）排出量を、2019年を基準として2030年までに

70％削減

◼ 出張によるスコープ3のGHG排出量を、2019年を基準として2030年までにFTEあたり50%

削減

◼ 2025年までに主要サプライヤーの67％（GHG排出量ベース）が科学的根拠に基づく目

標の設定に向け協働

◼ 排除できないGHG排出量について、有意義な市場解決策に投資

312,993百万円
上記一人当たり

GHG排出量 FY22/FY21比率

全国の総オフィス面積のうち、

再生可能エネルギー電力で賄われている割合

5,525

0.33

-21％

-28％

約60%

Digitalへの投資額

AEB *1

Audit Innovation *2

5,874百万円

4,036百万円

*1 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

*3 GHG排出量：オフィスビルの電力・空調利用、海外および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。このうち、オフィスに関するGHG排出量の算定

対象期間は2021年4月～2022年3月。

*2 Audit Innovation：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

する取り組み。詳細はこちら

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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Social

グループ人員数

*4男性育休取得率：FY22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

*5障がい者メンバー定着率：障がいのあるメンバーうち、2022年6月1日時点で2年間以上在籍している者の割合

*6ボードアジェンダ領域別割合：小数点以下を四捨五入しているため、合計が100％になりません

Performance 指標一覧
2022年度の定量的な活動結果を以下に示します。

17,000人

新卒採用人数

中途採用人数

寄付金額

ボランティア・プロボノに要した時間

WorldClass インパクト数累計

全社員職員数に対する

女性割合

女性管理職

（P、MD）比率

女性管理職

（SM、M）比率

女性ボードメンバー比率（FY23～）

外国人メンバー人数

（比率）

男性育休取得率 *4

LGBTアライネットワーク（人）

障がい者メンバー定着率 *5

Governance

ボードアジェンダ領域別割合 *6
806人

2,744人

501,111,133円

25%

22%

21%

17%

16%

24,386時間

496,902人

10.2%

19.4%

45.5%

855人（5.2%）

73.7%

158人

34.1%

96.7%

多様な人材

プロボノ・寄付

Diversity, Equity & Inclusion

戦略・中計

リスク

外部環境（含む、Global/AP）

組織文化・Ethics

経営基盤組織基盤
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