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Staff talent standard

Global Risk Advisory

Strategic Risk – Strategic Risk

Leadership capabilities

Living Our Purpose ”Purpose”の体現
Builds own understanding of our purpose and values; explores

opportunities for impact
デロイトのPurposeと価値観についての理解を深め、インパクトを作る機会を模索して
いる

Talent Development 人材開発力
Demonstrates strong commitment to personal learning and

development; acts as a brand ambassador to help attract top talent

自己研鑽を課し自己の成長に努めるとともに、優秀な人材を惹きつけるためにデロイト
（トーマツ）ブランドを率先して広めている

Performance Drive パフォーマンス向上推進力
Understands expectations and demonstrates personal accountability for

keeping performance on track

期待役割を理解しており、パフォーマンスがそれに沿ったものとなっているかどうか説明
責任を果たしている

Influence 影響力
Actively focuses on developing effective communication and

relationship-building skills

効果的なコミュニケーションスキルや、良い関係性を作る能力を伸ばすことに積極的に
取り組んでいる

Strategic Direction 戦略的指導力
Understands how their daily work contributes to the priorities of the

team and the business

自分たちの毎日の業務が、チームとビジネスの優先事項に貢献していることを

理解している

Core Professional and Technical capabilities

Risk

Assessment

and Mitigation

リスクアセスメントとリスク最小化

Ability to effectively perform the technical components of risk

assessments to provide an accurate view of the client’s current risk

state

クライアントの現在のリスク状況を正確な視点で伝えるために、リスクアセスメントの技
術的要素を実効的に遂行する能力

Business

Process

Assessment

and Design

ビジネスプロセスアセスメントと
設計

Ability to perform end-to-end business process analyses and design ビジネスプロセスの総合的な分析や設計を行う能力

Reporting and

Presentations
報告とプレゼンテーション Ability to develop reports and presentations using appropriate tools 適切なツールを用いてレポートやプレゼンテーションを作成する能力

Executive

Presence
エグゼクティブ向けのプレゼンス

Ability to articulate thoughts and ideas in a clear and composed

manner to instill confidence in team and clients

考えやアイディアを明確かつ落ち着いたトーンで説明し、チームやクライアントに自信を
持たせる能力

Specialized Technical capabilities

Supports Development

and Delivery of

Strategic Risk Projects

戦略的リスクプロジェクトの策
定・遂行のサポート

Ability to augment the strategic impact of risk management solutions by

executing research

and identifying key metrics, frameworks and leading practices

調査を実施し、主な指標やフレームワーク、先進的実務慣行を明らかにすることで、リス
ク管理ソリューションの戦略的影響度を増大させる能力
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デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームであるデロイト トーマツ合同会社およびそのグループ法人（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弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそ

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、法務等を提供しています。また、国内約40都市に約11,000名の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマ

ツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。

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、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界150を超える国・地域のメンバーファームの

ネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化され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”を自らの使命とするデロイト

の約245,000名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitterもご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく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（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立

した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitteのメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

Deloitte Tohmatsu Group (Deloitte Japan) is a collective term that refers to Deloitte Tohmatsu LLC, which is the Japan member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), a UK private company limited by guarantee, and firms affiliated with Deloitte Tohmatsu 
LLC that include Deloitte Touche Tohmatsu LLC, Deloitte Tohmatsu Consulting LLC, Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC, Deloitte Tohmatsu Tax Co., DT Legal Japan, and Deloitte Tohmatsu Corporate Solutions LLC. Deloitte Tohmatsu Group is known as one 
of the largest professional services groups in Japan. Through the firms in the Group, Deloitte Tohmatsu Group provides audit & assurance, risk advisory, consulting, financial advisory, tax, legal and related services in accordance with applicable laws and regulations. 
With about 11,000 professionals in nearly 40 cities throughout Japan, Deloitte Tohmatsu Group serves a number of clients including multinational enterprises and major Japanese businesses. For more information, please visit the Group’s website at
www.deloitte.com/jp/en

Deloitte provides audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies
through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality serviceto address clients’ most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 
245,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL 
(also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms. 
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