


私たちは継続的な自己変革により、

さらに高いクオリティ、さらに大きな価値を、

日々の活動を通して提供します。

Lead to next Quality and next Value.



デロイト トーマツ グループは、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・法務等の分野を包含

する日本最大級の総合プロフェッショナルファーム

です。1968年に設立された日本初の全国規模の監査

法人を起源とし、「真に国際的に通用するプロフェッ

ショナルファームを作る」という強い信念の基に、世

界的なプロフェッショナルネットワークであるデロ

イトに主要メンバーファームとして加わり、日本の資

本市場の信頼性確保に努めると共に、高度化するクラ

イアントのニーズと社会の要請に応えてきました。

今日、グローバル化や様々なテクノロジーの進化がま

すます加速する中で、これまでの成功と繁栄を支えて

きた既成の枠組みの多くは、根本的な見直しと変革を

迫られています。また、地球環境の保全、持続可能で

包摂的な経済社会システムの構築、新たな地政学リス

クやサイバーリスクへの対応など、グローバル規模で

斬新な発想と行動が必要とされる課題が顕在化する

一方で、コーポレートガバナンスコードの制定やESG

（環境・社会・企業統治）投資の拡大にみられるように、

企業経営には公平性や持続可能性に加えて、格段の透

明性と社会性が求められるようになってきています。

こうした中で、創業50周年を迎えるデロイト トーマ

ツ グループは、総合プロフェッショナルファームとし

ての幅広い実績と知見、日本国内はもとよりデロイト

の世界150余りの国・地域に及ぶネットワーク、そし

て、日本経済を支えてきた信頼とデロイト内でのリー

ダーシップなどを総動員して、国や企業に先んじて果

敢に自己変革とチャレンジを行い、あるべき経済社

会システムの実現に向けた変革をリードする責務を

負っています。

コアとなるビジネス分野（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）において、グループ会社

がそれぞれの専門性を高め、品質向上に努めるだけで

なく、グループ横断的な立場で主要なインダストリー

に関する最新のインサイトを発信したり、既存のイン

ダストリーや国・地域などの枠を超えた高い視座から

社会課題解決につながるイノベーションを推進した

りすることで、企業の持続的成長を支援すると共に、

経済社会全体の持続的な発展に貢献できるよう、努力

してまいります。
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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

理念は、グループの全ての構成メンバーによって共有され、常に私たちの行動の基軸となっています。

プロフェッショナル ファームとして独立性を保持し、

グローバルな視野に立って与えられた責任と役割を誠実に果たす。

経済社会の公正を守り率先してその発展に貢献する

Fairness to society

プロフェッショナルとして自らを鍛え、磨き、

チームワークを守る一人ひとりが、生きがいを手にし、豊かな生活を実現する。

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

Talent of people

多様化するニーズに応えるため、総合力を発揮できる組織を構築し、

創造的で先見性に富んだサービスを提供する。

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

Innovation for clients

デロイト  トーマツ  グループの理念

私たちは、クライアントにとって、メンバー一人ひとりにとって、社会にとって、最も価値あることをもたらすために日々挑戦を続ける。

私たちは、創造性に溢れた洞察によって複雑な課題を解決し、クライアントの持続的な成長を支える比類なきサービスを提供する。

私たちは、クライアントに卓越した価値を提供するために、素晴らしいキャリア体験とオープンで協調的な文化を通じて、

才能あるプロフェッショナルたちを輝かせる。

私たちは、誠実な組織でありつづけるとともに、私たちのコミュニティをサポートし、

マーケットにおける信頼と信用を築くことで社会に貢献する。

この共有された価値観が、発展的で揺るぎないインパクトの創造へと私たちの行動を導く。 

＜私たちの共通の価値観＞

―誠実性　

―マーケットとクライアントに対する卓越した価値の提供

―メンバー相互の強い信頼

―文化的多様性を生かした強み

Deloitte network Purpose

Deloitte makes an impact that matters.

デロイト トーマツ グループ　経営理念

Fairness
to society

Innovation
for clients

Talent
of people
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これまで培ってきた信頼力を基盤に、高い専門性と世界中に広がるネットワーク

を駆使して、「総合プロフェッショナルファーム」として経済社会と企業の発展に

貢献します。

私たちは、真の「総合プロフェッショナルファーム」になるために、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・

法務などの各分野で、サービスの品質と価値を高めるべく研鑽を積んでいます。さら

に、グローバル規模で複合的な課題に取り組むクライアントや社会の要請に応える

べく、異なる専門性を持つ多様なプロフェッショナルの「連携力」を、デロイト全体で

常に磨き続けています。

1. 複合的な課題に立ち向かう「連携力」がメンバーの遺伝子

設立以来、監査のプロフェッショナルとして企業と経済社会の公正を守り資本市場の

信頼性確保に努めてきた実績が、私たち自身の信頼となり、グループ共通の価値基盤と

して活かされています。

また、国際監査基準に準拠した監査マニュアルの適用をはじめ、グローバルで共通の品

質管理体制を整備・運用し、高品質な監査を実現するとともに、監査業務以外のコアビ

ジネスにおいても、デロイトのプロフェッショナルスタンダードによる厳格な品質管

理体制を敷くなど、万全の体制でクライアントニーズに応え続ける姿勢が、更なる信頼

を生んでいます。

2. 長年培ってきた「信頼力」がグループの価値基盤

デロイト トウシュ トーマツリミテッド（DTTL）、その名称に刻まれる「トーマツ」は、

私たちがデロイトの中核メンバーの一つであり、世界的に認知されたプロフェッ

ショナルファームであることの証しです。日本企業の国際展開を世界各地で直接サ

ポートするJapanese Services Group ( JSG) は、デロイトの現地メンバーファーム

との継続的な連携と信頼関係に基づく強力なネットワークとして機能しています。

デロイトが有するプロフェッショナルファームとしての総合性と、世界150を超える

国・地域に及ぶネットワークをフルに活用できる体制が、ここにあります。

3. デロイトの中核メンバーとしてリーダーシップを発揮

デロイト  トーマツ  グループの強み
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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。

2018年には、創立50周年を迎えます。

72人

628人

2,829人

6,841人

1968

1978

1988

1998

2008

2018

1968.5 等松・青木・津田・塚田・青木・宇野・月下部会計事務所設立

1972.11ニューヨーク事務所を設立

1975.5 トウシュ ロス インターナショナルに加盟

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）

2014.4 デロイト トーマツ合同会社設立

1990.2
1990.1

（監）三田会計社と合併、監査法人トーマツに名称変更
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

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）

1997 国内事務所20箇所、海外拠点50都市達成

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

1969.9
1969.2

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
等松・青木監査法人に名称変更

1988.10
1988.4

（監）西方会計事務所と合併　（監）札幌第一会計と合併
（監）丸の内会計事務所（名古屋）と合併

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）

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

2015.4

2017.4

2018.5

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

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

デロイト トーマツ グループ創立50年

2016 英国国民投票でEU離脱派が
 勝利（Brexit）
2015 コーポレートガバナンスコードの
 適用開始

2013 オリンピック・パラリンピック
 2020 年東京開催決定

2011 東日本大震災発生

2008 リーマンショック
 内部統制報告制度および
 四半期報告制度導入
2007 金融商品取引法施行

2005 会社法成立

2003 公認会計士法改正
2002 米国企業改革法（SOX法）成立
2001 エンロン事件
 米国同時多発テロ勃発
2000 金融庁発足
 再編による
 国内4大監査法人の時代へ
1999 ユーロ誕生
1998 会計ビッグバン

1995 阪神・淡路大震災発生

1991 日本のバブル崩壊

1989 国際会計事務所の再編
 （Big8からBig6へ）

1985 日本電信電話（NTT）と
 日本たばこ（JT）が
 民営化スタート

1978 成田空港開港

1974 商法監査の開始
1973 変動為替相場制に移行
1971 ニクソンショック

デロイト トーマツ グループの主なできごと業界その他の動き

1,153人

デロイト
トーマツ
グループの
人員

11,300人
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Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバ
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たビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービス
をFortune Global 500Ⓡ　の8割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使
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