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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 アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメ
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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30都市以上に1万5千名を超える専門家を擁し、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）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバル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れらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。
DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の
組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メン
バーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関
係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサービス提供を行い
ません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア 
パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア 
パシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マ
ニラ、メルボルン、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

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、リスクアドバイザリー、税
務、法務などに関連する最先端のサービスを、Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプライベート（非公
開）企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変
革と繁栄を促し、より豊かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むことを通じて、
計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設以来175年余りの歴史を
有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。 “Making an impact that matters”をパーパス

（存在理由）として標榜するデロイトの約345,000名のプロフェッショナルの活動の詳細については、（www.de-
loitte.com）をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド
（“DTTL”）、そのグローバル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れらの関係法人（総称して“デロイ
ト・ネットワーク”）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務または事
業に影響を与えるような意思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報
の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするものではありません。ま
たDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接
また間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を負いません。DTTLならびに各メンバーファームおよび
それらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。



Deloitte makes an impact that matters.

繰り返される自然災害とパンデミックを経験し、世界は大きく変わってしまいました。

グローバル化を推進し利益と効率を極限まで追求する「顧客」に仕えていた金融サービスは

今、地球環境と人間の生命を守るため「社会」に貢献することを求められています。

ESGファイナンス、地方創生、サプライチェーン強靭化、行政のデジタル化、金融インフラの経済

安全保障など、貢献が求められる範囲は多岐にわたり、かつ今までの金融ビジネスの定義から

はかなり遠いテーマにも対応しなければなりません。

金融の機能を多様化し、スビードと利便性を提供し続けていくことには変わりないものの、これ

までに得た信用と信頼を背景に、取り扱う対象が「金融資産」から「情報」に移り変わっていく可

能性もあります。

その期待に応えるためのチャレンジやリスクテイクは、高度なガバナンスと先進のテクノロジー

に裏付けされた秩序あるものでなければなりません。

私たちデロイト トーマツ グループのリスクアドバイザリーは、金融ビジネスの担い手である皆

さまの変革に資する様々なご支援を提供することを通じて、皆さまの持続的な成長に貢献いた

します。

また、金融という社会に不可欠の機能が健全に働くためのお手伝いをすることを通じて、私た

ちの社会貢献を実現すると同時に、この分野において最も信頼できる助言者となるために日々

研鑽を積んでおります。

新しいビジネスも、新しいリスクも、攻めも、守りも。

デロイト トーマツ グループのリスクアドバイザリーを是非ご活用ください。

デロイト トーマツ グループ リスクアドバイザリー



金融機関向けリスクアドバイザリーのご紹介
～伝統的なリスク管理から、新しいビジネス・新しいリスクへの対応まで～

●内部監査の外部評価、コソース、高度化
●SOX／J-SOXに関する助言
●内部管理態勢・内部統制の高度化
●不正・不祥事対応に関する助言
●グローバル・ガバナンスの態勢整備
●コンダクトリスク対応態勢高度化
●サードパーティリスクマネジメントに関する助言
●リスクアペタイトフレームワーク構築に関する助言
●リモートワークに関するコンプライアンス態勢高度化
●ESGに関する助言
●日本現法の経理業務の高度化
●米国SEC宛報告体制の高度化
●金融持株会社設立のための助言
●保険会社向け代理店の内部管理態勢評価に関する助言
●REIT資産運用業者向けサービス
-コンプライアンス研修、内部監査・内部管理態勢整備の助言、模擬検査

●決済業者向けサービス
-内部監査・内部管理態勢高度化、免許取得の助言、不正対応

ガバナンス・内部管理態勢

●市場リスク管理態勢に関する助言
●信用リスク管理態勢に関する助言
●リスクリターン分析等リスク管理高度化
●証券化商品のリスク評価
●グローバルマーケッツ・リスク管理態勢構築
●市場シナリオ分析高度化
●ERM高度化に関する助言
●不動産ポートフォリオのリスク管理に関する助言
●マクロ経済シナリオを用いた海外投資評価
●ビジネス持続可能性分析
●グローバル管理会計態勢高度化
●非財務リスク管理態勢高度化
●コンダクトリスク・ヒートマップの提供
●TCFD高度化に関する助言
●カントリーリスク調査
●ストレステスト実施に関する助言
●ストレス関連情報（経済情報、ストレスシナリオ）の提供

リスク管理

●プライバシー強化技術導入
●デジタル戦略リスク対応
●データマネジメント・ガバナンスに関する助言
●資産運用部門のミドル・バック領域のDX推進

デジタルトランスフォーメーション

●金利指標改革に関する助言
●時価算定会計基準対応に関する助言
●IRBの導入に関する助言
●バーゼルⅢ最終化に関する助言
●証拠金規制対応
●オペレーショナルリスク管理に関する助言
●流動性規制対応
●グローバル・ブッキング・モデル・ガバナンスに関する助言
●海外現地規制対応に関する助言
●OTCデリバティブ当局報告に関する助言
●米国BHC規制対応
●贈収賄・腐敗防止対応
●クロス・ボーダー金融規制情報、ストレス関連情報の提供
●金融犯罪、マネロン・テロ資金供与対応
●コンプライアンス・リスク管理に関する助言
●金融当局対応
●データ・プライバシー規制対応
●再建破綻処理計画策定に関する助言
●国際金融規制ホライゾン・スキャニング
●IFRS第17号対応
●ICS対応
●経済価値ベースの資本規制対応
●保険商品開発の助言

規制対応

●金融商品の時価評価モデルの外部調査
●市場リスク計測モデルの外部調査
●信用リスク計測モデルの外部調査
●退職給付債務の評価
●退職給付制度に関する助言
●年金ガバナンスに関する助言
●保険計理人業務

金融数理に基づく評価・定量化

●現地法人・支店設立に関する助言
●金融ビジネス参入に関する助言
●アナリティクス活用による営業高度化
●保険会社・少額短期保険業者設立に関する助言
●保険数理関連M&A戦略に関する助言

新規参入



リスクアドバイザリーは、クライアントの皆さまが適切にリスクテイクし、
的確に経営課題に対応するためのサービスを提供することで、
その持続的な成長に貢献します

成熟した社会において、リスクテイクなしで持続的な成長は望めません。従来のリスク管理の考え方としては、リスクを低減、移転、回避したうえで残っ
たリスクを受容することが一般的でしたが、組織の持続的成長のためには、テイク（受容）するリスクを設定した上で、それ以外を回避、移転、低減する
必要があります。

そのために、インダストリー別の知見に基づく戦略リスク、レギュラトリーリスクのマネジメント、財務・経理やアナリティクスなどを活用したリスクの可視
化が必要となります。特に近年では、 ITに起因したリスクの管理やITを活用したリスク管理が求められています。

加えて、グローバルでの相互関連性が高まっている社会において、一企業・一国では解決できないグローバルな社会課題も増加しています。これらの課
題解決のために、クライアントと共にデロイト全体で、社会変革に果敢に取り組み、次世代に幸せな社会を残すことを目指します。

デロイト トーマツ グループのリスクアドバイザリーは、経営課題に攻めと守りの両面から対応し、クライアントの持続的成長をサポートするためのサー
ビスを提供します。

デロイト トーマツ グループは国内外で、高い専門性、
深いインダストリー知見による幅広いサービス体制を構築しています

デロイト トーマツ グループは、 「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」という経営理念のもと、高い専門性をもつ「ビジネ
ス」、業種／業界に特化した深い知見を持つ「インダストリー」、デロイトのグローバルネットワークを生かし地域に密着した支援を行う「ネットワーク」の
3つの側面から、課題解決に取り組むクライアントに対し、幅広いサービスを総合的に提供しています。

リスクアドバイザリーでは、そのサービス体制の特長を活かし企業の経営管理の高度化に貢献します。

サービス×インダストリー×ネットワークによる総合力

ネットワーク

ビジネス

インダストリー

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

コンシューマー

資源・エネルギー・生産財

金 融

政府・公共サービス

テクノロジー・メディア・ 通信

ライフサイエンス・ヘルスケア

世界150超の国と地域、日本国内30以上の都市

※リスクアドバイザリーは以下の法人が担っています
・有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部
・デロイト トーマツ サイバー合同会社
・デロイト トーマツ サステナビリティ株式会社
・デロイト トーマツ リスクサービス株式会社
・デロイト トーマツ ウェブサービス株式会社

ビジネスの最新の知見は、
デロイト トーマツ グループのウェブサイトで公開しています

【お問い合わせ】
デロイト トーマツ グループ リスクアドバイザリー

Mail　ra_info@tohmatsu.co.jp

金融インダストリー（リスクアドバイザリー含む）に関する情報はこちら：
www.deloitte.com/jp/financial-services

リスクアドバイザリー全般に関する情報はこちら：
www.deloitte.com/jp/risk-advisory

先進性 規模 第三者性 国際性 専門性

デロイト トーマツ グループの
リスクアドバイザリーの強み

攻めのガバナンス 守りのガバナンス

不祥事防止・コンプライアンス確保企業の迅速・果断な意思決定を促す

適切な
リスクテイク

リスク定量化に
よる意思決定

データを活用した
経営

アナリティクスの
活用

リスクの
低減・移転

グローバルでの
法規制対応

ITに起因したリスク
（サイバー）

会計・品質等の
不正防止
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