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Deloitte makes an impact that matters.

金融ビジネスは新しい岐路に立っています。
責任ある金融機能が社会から求められることには変わりませんが、その提供の形や担い手に、大
きな変化が訪れる可能性があります。

免許業務に付随する様々なコストが増加する一方、資本の大きさも、支店の多さも、ITや通信網
を駆使した事務処理能力の高ささえも、もはや金融ビジネスの参入障壁とはいえなくなってしま
うかもしれません。

金融ビジネスは、成長のために新しいリスクを取って前進しなければならないところに再びやっ
て来たのではないでしょうか。
ただし、そ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
まがリスクテイクを適切に行い、経営課題に的確に対応されるために必要となる様々なご支援を
提供することで、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、社会の
安定的な成長にも貢献すると同時に、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
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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にとどまらない、
新しいビジネス・新しいリスクへの対応～

コンプライアンスリスク、オペレーショナルリスク等、金融機関を取り巻く各種リスクが増加傾向にある経営環境に
おいて、持続的に企業価値を向上させるためには、当該リスクのコントロールが適切に機能する内部統制を構築
したうえで業務を遂行することが求められます。また、近年ではESGの観点を考慮する社会的機運も高まっていま
す。デロイト トーマツ グループでは、ガバナンス、レギュラトリー、コンプライアンスの領域に関する規制対応、内部
監査の外部評価や内部監査の共同実施、内部統制（含：J-SOXやUS-SOX）および内部管理態勢のギャップ分析や
高度化のための助言を行います。

ガバナンス
内部管理態勢

サイバーセキュリティ対策に関して監督当局からの要請は重要性を増しています。デロイト トーマツ グループでは
サイバー インテリジェンス センターを立ち上げサービスを提供しています。また今や経営上最大のリスクの一つと
なったシステムリスクについては、個々の金融機関の特性を踏まえてプロジェクトを支援し、システム統合等の円
滑な実現に貢献します。

サイバーセキュリティ
システムリスク

キャッシュレス化の進展に伴い、決済という金融の世界に多くのIT企業が参入し、QRコード等を利用した決済が
一気に進んでいます。また、Bitcoin等の暗号資産（仮想通貨）や地元限定の独自の電子地域通貨等も流通し始め
ています。このような環境下において、金融業界に業務展開を図るゲームチェンジャー（資金決済業者*、暗号資産

（仮想通貨）交換業者、プラットフォーム提供業者等）に対し、今まで金融機関に提供してきたサービス・培ったノウ
ハウをベースに、規制対応、ガバナンス、コンプライアンス、内部管理態勢、システム（セキュリティ、AI）、新規サービ
スの立上げ等の助言を行います。

新規参入

国際規制や各国規制が次々に導入されたり、LIBOR公表停止が検討されたりする一方、金融機関は、統合・買収・
海外進出等、生き残りを賭けてさまざまな施策を講じています。このような環境下で、金融機関には、そういった変
化への対応により生じる、ノン・ファイナンシャル・リスクを含めた新たなリスクも考慮した、フォワードルッキング
なリスク管理が求められるようになっています。デロイト トーマツ グループは、各国のデロイトメンバーファームと
連携し、最新のプラクティスと知見に基づくサービスを提供しています。

リスク管理・
規制対応

金融業界を取り巻く環境は、法令や規制の改正、評価手法の高度化、 時価算定会計基準、IFRS第9号、IFRS第17
号の適用へ向けた検討、国際化の進展等、大きく変化しており、事業・商品戦略、価値評価、規制対応、リスク管理
等の様々な局面において金融数理の重要性が増大しています。デロイト トーマツ グループでは、金融数理の専門
家であるアクチュアリーおよびクオンツが、他の分野の専門家や各国のデロイトのメンバーファームとも連携し、
金融数理に関する様々なサービスを提供します。

金融数理に基づく
評価・定量化

金融業界は顧客期待の変化やFinTechという新たな競争相手の登場等により、組織構造とビジネスモデルの再考
を迫られています。デロイト トーマツ グループでは、金融機関におけるAI・データ利活用の取り組みにおいて、業務
プロセスの設計からツール導入、人材育成、 AI・データ利活用ガバナンス整備まで、各種専門家による幅広いサー
ビスを提供します。また、ビジネスモデルのデジタル化にともなって重要性が増していく、デジタルリスクを始めと
する新しいリスクに関する助言も行います。

デジタルトランス
フォーメーション

*資金決済業者とは、前払式支払手段発行者および資金移動業者を総称する呼称として用いています。

ガバナンス
内部管理態勢
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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

リスクアドバイザリーは、クライアント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

サービス×インダストリー×
ネットワークによる総合力

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。

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。

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

（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）
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

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、日本国内約40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

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

リスクの
低減・移転

ITに起因したリスク
（サイバー）

グローバルでの
法規制対応

会計・品質等の
不正防止

企業の迅速・果断な意思決定を促す

適切な
リスクテイク

データを
活用した経営

リスク定量化による
意思決定

アナリティクス
の活用

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

先進性 規模 第三者性 国際性 専門性
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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
メンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（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1万名以上の専門家を擁し、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）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。
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、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、税務およびこれらに関連する第一級のサービスを全世界で行っています。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Fortune Global 500®の8割の企業に対してサービス提供をしています。
“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約286,000名の専門家については、

（www.deloitte.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、その性質上、特定の個人や事業体に具体的
に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その
他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点
で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して
意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。




