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保険監督指針の改正の背景 

金融庁は2020年12月、「保険会社向けの総合的な監督指針」

（以下「保険監督指針」）を改正し、その中で、保険会社に対す

るグループ・ベースでの監督の目線を示した *1 。この改正の目的の

一つは、保険監督者国際機構（IAIS）が、金融危機後の2010

年1月に策定を開始し *2 、2019年11月に最終化した、国際的な

保険監督基準である「国際的に活動する保険グループの監督のた

めの共通枠組み（ComFrame）」 *3 を保険監督指針に取り込む

ことである。 

金融危機は二つの課題を浮き彫りにした。金融機関のガバナンス

やリスク管理の脆弱さ（グループ・ガバナンスにおける課題）と、金

融規制・監督のグローバルでの調和や協調の欠如（グループ監督

における課題）である *4 。金融規制・監督については、2009年以

降、例えば、①監督カレッジの設置などを通じたクロスボーダーでの

監督上の協力、②資本規制などの健全性規制、③特に大規模

で複雑な金融機関のための監督の強度、をそれぞれ強化するな

ど、多くの改革が行われてきた *5 。 

保険セクターにおいても、「グループ監督」の目線は、国際的には早

くから規制・監督に取り入れられてきた。IAISは2011年10月、国際

的な保険監督基準である「保険基本原則」（ Insurance Core 

Principles: ICPs）を全面的に改訂し *6 、ICPsが単体のみならずグ

ループ・ベースでも適用されるものであることを明確にするとともに、グ

ループ監督に関する基準を大幅に補強した。この2011年のICPsが

ComFrameのベースとなっている。 

日本についてみると、近年、大手の保険会社を中心に海外展開

が大きく進む中、グローバル・ベースでのグループ・ガバナンスの強化

は、保険会社にとって大きな課題の一つとなっている。そのことは、

例えば、金融庁が、ここ数年の金融行政方針において、保険会社

のグループ・ガバナンスの向上を監督上の優先事項の一つとしてとり

上げていることからもうかがえる。今回の監督指針の改正を受け、グ

ループ・ベースでの監督がようやく本格化することが期待される。 

図1. 金融危機が浮き彫りにした二つの課題 

 

（出所）筆者作成。 
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ComFrame から見たグループ・ガバナンス 

ComFrameは保険基本原則（ICPs）に立脚するものである。ICPs

はすべての保険会社に対して、単体およびグループ・ベースの双方で

適用される。他方で、ComFrameは一定の閾値を満たす、国際的

に 活 動 す る 大 規 模 な 保 険 グ ル ー プ （ Internationally Active 

Insurance Groups: IAIGs）にのみ適用される。「一定の閾値」は、

①国際的な活動、②規模の二つで示され、それらは「IAIGの選定

基準」とも呼ばれる（図2）。なお、本国の監督当局（グループ監

督者）が、一定の要件の下、選定基準を満たす保険グループを

IAIGとして指定しない（Opt-out）、もしくは、選定基準を満たさな

い保険グループをIAIGとして指定する（Opt-in）ことも許容される。 

図2. IAIGの選定基準 

指標 閾値 

国 際 的 な

活動 

◼ 保険料収入を計上している国が3か国以上 

◼ 本国外における保険料収入がグループ全

体のそれの10%以上 

規模 ◼ 総資産が500億米ドル以上、もしくは、

保険料収入が100億米ドル以上 

（出所）IAIS（2019）をもとに筆者作成。 

保険会社がIAIGであるか否かを判断するのは、IAISではなく、各国

の監督当局である。グループ監督者は、関係する国の当局と協議

の上、IAIGsを選定する。各グループ監督者は、自国の法令により

その権限を付与されていない場合を除き、基本的に、どの保険会

社がIAIGであるかを公表する。IAISは、各国が公表した情報をもと

に、IAIGsのグローバルなリストを作成し、公表している *7 。 

ここで留意すべき点は、保険会社がIAIGであるか否かは本質的な

ポイントではない、ということである。IAIGの選定基準は、50社程度

の保険会社がIAIGsとして選定されることを期待して設定されたもの

であり *8 、それぞれの指標や閾値にそれ以上の意味はない。その

意味で、金融庁が「IAIGs等向けモニタリングレポート」  *9 において

示している「IAIGであるか否かにかかわらず、保険会社の規模・特

性に応じて、グループ全体としての経営管理態勢やリスク管理態

勢の高度化を求めていく」というアプローチは適当なものであると考えら

れる。また、欧州保険・年金監督局（EIOPA）も、EU域内のIAIGsのリ

ストを公表しているものの、同リストは情報提供を目的とするもの

で、ComFrameとの関係のみにおいて用いられるものである、と述べ

ている *10 。 

ComFrameはグループ監督に関するハイレベルな原則や基準を提

供するものであって、詳細な規則を定めるものではない。全体を通

してプロポーショナリティ原則が適用される。各国の監督当局には、

保険会社のリスク・プロファイルなどを勘案してComFrameを適用す

ることが求められる。ComFrameは、特定の会社形態を念頭に置

いたものではなく、したがって、株式会社、相互会社の双方に適用

可能なものである。 

ComFrameが求めていることは、①グループ統括会社（Head of 

the IAIG）がグループ全体のガバナンスやリスク管理の枠組みを構

築すること、②それらの枠組みの中でのグループ統括会社および関

係するグループ内会社それぞれの役割と責任を明確に定義するこ

と、③それらの枠組みの実効性を確保すること、の3つに集約でき

る。グループ統括会社がグループ全体の枠組みを構築することによ

り、グループ内に一定程度の整合性が提供される。枠組みの実効

性は、PDCAサイクル（あるいはOODAループ）の適用を通じて確保

され得る。実効的な枠組みの下では、情報が適切なタイミングで

必要な者に提供されることが期待される。 

リスク管理と内部統制は、ComFrameが提供するグループ監督の

枠組みの柱の一つである（他の柱の一つである「再建と破綻処

理」については後述する。）。ComFrameは、①リスク管理機能、

②コンプライアンス機能、③保険数理機能、④内部監査機能の4

つのコントロール機能（control functions）をグループ・ベースで整

備することや外部委託にかかるリスク管理を高度化することなどを

求めている。4つのコントロール機能については、複数の機能が統合

されることは基本的に想定されておらず、それぞれの機能が必要な

権限やリソース、独立性を有することが求められる。保険会社は、こ

れらのコントロール機能の実効性がグループ・ベースで確保されている

ことを示すことができる必要がある。外部委託については、オペレー

ショナル・レジリエンスも意識したリスク管理を行っていく必要がある

と考えられる。なお、ICPsとComFrameの関係は図3のとおりであり、

24のICPsのうち、図3で網掛けした10のICPsについてIAIGs向けの監

督基準が定められている。 
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図3. ICPsとComFrameの関係 

（出所）IAIS（2019）をもとに筆者作成。 

グループ・ガバナンスと再建計画 

ComFrameは、IAIGsに再建計画の策定を義務付けている。再建

計画は、「厳しいストレス下において財政状態と生存能力を回復

するためのオプションをあらかじめ特定する、保険会社によって策定

される計画」と定義される。ここで言う再建計画は、事前に策定し

ておく（pre-emptive）計画であり、規制上の要件に抵触すること

を回避することを目的とする（preventive）計画とも、また、それに

抵触した状況から回復するために策定する（corrective）計画と

も 異 な る も の で あ る  *11 。 例 え ば 、 PCR （ Prescribed Capital 

Requirement）などのソルベンシー水準に抵触した際に監督当局

から策定を求められるのは「correctiveな」再建計画であり、ここで

議論している「pre-emptiveな」再建計画ではない。（本稿では、

特に記述が無い限り、再建計画とは「pre-emptiveな」再建計画

を指す。） 

再建計画と破綻処理計画、ORSA、コンティンジェンシー・プランとの

関係を理解することも重要である。破綻処理計画は、秩序だった

破綻処理の可能性を最大化するために、保険会社の全部もしく

は一部を処理するためのオプションをあらかじめ特定しておく計画で

あり、保険会社の監督当局もしくは破綻処理当局によって策定さ

れる。その主眼は、金融システムに重大な混乱を生じさせることな

く、また、納税者に負担を生じさせることなく、保険会社の破綻処

理を行うことに置かれる。ORSAは、保険会社が厳しいストレス下に

置かれることを回避することを目的とするものであり、その主眼は、

リスク管理の適切性と継続企業の前提での資本の十分性を評価

することに置かれる。したがって、ORSAは、再建計画とは目的も視

点も異にする。コンティンジェンシー・プランは、ネガティブな財務上も

しくはオペレーション上のイベントの結果として生じる事業上の混乱

を制限するために必要なアクションとリソースをあらかじめ整理してお

く、保険会社によって策定される計画である。再建計画との相違

点の一つは、再建計画は保険会社の存続可能性を脅かす厳しい

ストレス・イベントに焦点をあてている点である。 

いくつかの国は、保険会社に対して再建計画の策定を求めてい

る。EIOPAによると、デンマークやオランダではソルベンシーIIの対象と

なるすべての保険会社に、フランスやルーマニア、イタリアでは一定

規模以上の保険会社に、ドイツや英国ではG-SIIとそれ以外のいく

つかの保険会社に、それぞれ再建計画の策定が求められる *12 。

その他、アイルランド（アイルランド中銀は2020年6月、保険会社

に再建計画の策定を求める市中協議文書を公表 *13 。）、英国

（健全性監督機構（PRA）は、2021年の保険監督方針におい

て、同年中に再建・破綻処理計画に対するアプローチを定めること

を表明 *14 。）、EU（EIOPAは2020年12月、一定の閾値を満た

す保険会社に再建計画の策定を求めるべきであるという意見を欧

州委員会に提出  *15 。）、オーストラリ ア（健全性規制庁

（APRA）は、2021年の監督方針において、再建および破綻処理

に関する新たな健全性基準を策定することを表明 *16 。）、中国

（銀行保険監督管理委員会（CBIRC）は2021年2月、一定規模

以上の金融機関に再建計画の策定を求める規制案を公表 *17 。）

ICP 1 監督者の目的、権限、責任 ICP 14 評価

ICP 2 監督者 ICP 15 投資

ICP 3 情報共有と守秘義務 ICP 16 ソルベンシー目的のERM

ICP 4 免許 ICP 17 資本の十分性

ICP 5 適格性 ICP 18 保険仲介

ICP 6 所有の変更とポートフォリオ移転 ICP 19 ビジネス・コンダクト

ICP 7 コーポレート・ガバナンス ICP 20 開示

ICP 8 リスク管理と内部統制 ICP 21 保険における不正への対応

ICP 9 監督上のレビューと報告 ICP 22 AML/CFT

ICP 10 防止措置、是正措置および処分 ICP 23 グループ監督

ICP 11 （ICP 10に統合） ICP 24 マクロプルデンシャル監督

ICP 12 市場からの退出と破綻処理 ICP 25 監督上の協力と協調

ICP 13 再保険と他の形態のリスク移転
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などにおいても、保険会社に再建計画の策定を求める方向で検討

が進んでいる。 

再建計画は、グループ・ガバナンスと密接に関連する（※「グルー

プ・ガバナンス」には確立された定義は無いようであり、したがって、

本稿では、「グループ・ベースでの財務の健全性と業務運営の適切

性を確保するための枠組みや仕組み」と広く捉えている。「グルー

プ・ガバナンス」には、コーポレート・ガバナンスやITガバナンス、リスク・

ガバナンス、子会社管理にかかる仕組みやプロセスが包含され

る。）。保険監督指針は、再建計画に含まれるべき7つの要素

（図4）を示している。これらについて事前に準備を進めることは、

例えば、平常時のリスク管理の枠組みの高度化やオペレーショナ

ル・レジリエンスの強化にもつながり、したがって、再建計画の策定

はグループ・ガバナンスの向上に資するものとなると考えられる。 

再建計画を策定するに際して特に留意すべき点は次の三つであ

る。一つは、誰がステークホルダーであるかを理解すること。母国の

監督当局だけでなく、例えば、関係する外国の監督当局もステーク

ホルダーであることを認識することが重要である。再建計画は、多

様なステークホルダーの期待を満たすものでなければならない。二つ

目は、再建計画は毎年アップデートしていくものであること。図5は、

再建計画の策定のアプローチを示している。フェーズ3以降もレビュー

やアップデートのプロセスは継続し、その意味で、「完成版」の再建

計画は存在し得ないと言える。三つ目は、二点目と関連するが、

起こり得るイベントとそれに対するリカバリー・オプションを事前に「す

べて」特定しておくことが再建計画の目的ではないこと。再建計画

の策定を通じて、厳しいストレス下に置かれた場合の対応につい

て、ステークホルダーと認識を共有していくことが重要である。 

図4. 再建計画の7つの要素 

（出所）金融庁（2020a）をもとに筆者作成。 

 

図5. 再建計画の策定のアプローチ：フェーズド・アプローチ 

 

（出所）筆者作成。 

内容の充実度

時間

フェーズ1

フェーズ2

フェーズ3

■ 再建計画Version 1の策定

■ 再建計画Version 1における

各要素の深堀り（ステークホ

ルダーとのディスカッションを踏

まえたアップデートなど）

■ さらなるアップデート（PDCAサ

イクルを適用することを通じた

再建計画の目的適合性や実

行可能性の検証など）

1: 再建計画の概要

2: 保険グループの構造の分析

3: 再建計画発動にかかるトリガー

4: ストレス・シナリオの分析

5: リカバリー・オプションの分析

6: グループ内および対外的なコミュニケーション戦略

7: 再建計画にかかるガバナンス
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まとめ：グループ・ガバナンスの強化に向けて 

金融庁は、「IAIGs等向けモニタリングレポート」において、以下のよう

なグループ・ガバナンスおよびリスク管理のモニタリングの着眼点を示

している。 

◼ 中長期的な海外事業戦略がグループの経営計画の中で明

確に位置付けられているか。 

◼ 海外子会社を含めたガバナンスの枠組みが整備され、また、

適切に運用されているか。 

◼ グループ戦略がグループ内で共有されているか。 

◼ 海外子会社の情報がグループ統括会社と適切に共有される

枠組みが整備されているか。 

◼ 海外人材を育成するための人事戦略を有しているか。 

◼ グループの価値観の設定や共有などを通じてグループにおける

リスク文化を醸成しているか。 

これらの着眼点は、いずれも、海外子会社を有する保険グループを

念頭に置いたものであると思われるが、もっぱら国内で活動する保

険グループのガバナンスやリスク管理のモニタリングの着眼点としても

有用であると考えられる。例えば、今後、金融と非金融の融合が

さらに進展することなどにより、保険事業と非保険事業を抱える

（国内の）保険グループが増加することも想定される。そうなると、

監督上の観点からは、海外に展開する保険グループのみならず、

国内の保険グループの監督においても「グループ・ガバナンス」の重要

性が増してくる。また、保険会社の観点からは、上記5つの着眼点

も踏まえ、グループ・ガバナンスを強化していくことが不可欠となる。 

最後に、COSOのERMフレームワーク（図6）が示すように、カルチャーは

強固なリスク管理の枠組みを構築する重要な要素の一つである *18 。

グループ・ガバナンスのさらなる強化に向けて、グループとして価値を

共有するとともに、グループの（リスク）カルチャーを醸成していくこと

はますます重要になってくるものと考えられる。 

図6. COSO ERMフレームワーク 

（出所）COSO（2017）。左の枠は筆者が追加。 

注：本稿における意見は、執筆者の私見であり、執筆者が所属する組織の公式な見解を示すものではない。 



 

8 

 

参照資料 

*1: 金融庁（2020a）‘「保険会社向けの総合的な監督指針」の

一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について’, 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/hoken/20201218.html 

(accessed on 25 February 2021). (Available in Japanese.) 

*2: IAIS (2010) ‘Press release: IAIS approves development of a 

Common Framework for the Supervision of Internationally 

Active Insurance Groups’, 

https://www.iaisweb.org/page/news/press-releases-prior-to-

2014/file/34692/19-january-2010-iais-approves-development-

of-a-common-framework-for-the-supervision-of-internationally-

active-insurance-groups (accessed on 25 February 2021). 

*3: IAIS (2019) ‘Insurance Core Principles and Common 

Framework for the Supervision of Internationally Active 

Insurance Groups: Updated November 2019’, 

https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/insurance-

core-principles-and-comframe/file/91154/iais-icps-and-

comframe-adopted-in-november-2019 (accessed on 25 

February 2021). 

*4: G20 (2008) ‘Declaration: Summit on Financial Markets and 

the World Economy – November 15, 2008’, 

https://www.mofa.go.jp/policy/economy/g20_summit/2008/d

eclaration.pdf (accessed on 25 February 2021). 

*5: G20 (2009) ‘Declaration on Strengthening the Financial 

System – London Summit, 2 April 2009’, 

http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009ifi.pdf (accessed on 25 

February 2021). 

*6: IAIS (2011) ‘Insurance Core Principles, Standards, Guidance 

and Assessment Methodology (1 October 2011)’, 

https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/insurance-

core-principles-and-comframe/file/73956/all-icps-october-2011 

(accessed on 25 February 2021). 

*7: IAIS (2021) ‘Register of Internationally Active Insurance 

Groups based on information publicly disclosed by group-wide 

supervisors’, https://www.iaisweb.org/page/supervisory-

material/insurance-core-principles-and-

comframe/file/95411/register-of-internationally-active-

insurance-groups-iaigs (accessed on 25 February 2021). 

*8: IAIS (2015) ‘Frequently Asked Questions for The IAIS 

Common Framework for the Supervision of Internationally 

Active Insurance Groups (ComFrame)’, 

https://www.iaisweb.org/file/52819/comframe-frequently-

asked-questions-updated-25-june-2015 (accessed on 25 

February 2021). 

*9: 金融庁（2020b）’ IAIGs等向けモニタリングレポート’, 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/hoken/20201030-2.html 

(accessed on 25 February 2021). (Available in Japanese.) 

*10: EIOPA (2020) ‘Update of the list of Internationally Active 

Insurance Groups in the EU’, 

https://www.eiopa.europa.eu/content/update-list-

internationally-active-insurance-groups-eu_en (accessed on 25 

February 2021). 

*11: IAIS (2019) ‘Application Paper on Recovery Planning’, 

https://www.iaisweb.org/page/supervisory-

material/application-papers/file/87519/application-paper-on-

recovery-planning (accessed on 25 February 2021). 

*12: EIOPA (2019) ‘Consultation Paper on the Opinion on the 

2020 Review of Solvency II’, 

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/c

onsultations/eiopa-bos-19-465_cp_opinion_2020_review.pdf 

(accessed on 25 February 2021). 

*13: Central Bank of Ireland (2020) ‘Consultation Paper 131: 

Regulations for pre-emptive recovery planning for (re)insurers’, 

https://www.centralbank.ie/docs/default-

source/publications/consultation-papers/cp131/cp131---

regulations-for-pre-emptive-recovery-planning-for-

(re)insurers.pdf?sfvrsn=4 (accessed on 25 February 2021). 



 

9 

 

*14: Prudential Regulation Authority (2020) ‘Prudential 

Regulation Authority (PRA) insurance supervision: 2021 

priorities’, https://www.bankofengland.co.uk/-

/media/boe/files/prudential-regulation/letter/2020/insurance-

supervision-2021-priorities.pdf (accessed on 25 February 

2021). 

*15: EIOPA (2020) ‘Opinion on the 2020 Review of Solvency II’, 

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/solvency_ii/ei

opa-bos-20-749-opinion-2020-review-solvency-ii.pdf (accessed 

on 25 February 2021). 

*16: APRA (2021) ‘APRA’s 2021 Supervision and Policy 

Priorities’, https://www.apra.gov.au/news-and-

publications/apras-2021-supervision-and-policy-priorities 

(accessed on 25 February 2021). 

*17: China Banking and Insurance Regulatory Commission 

(2021) ‘CBIRC consults on the measures for requiring recovery 

and resolution planning for banks and insurers’, 

https://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docI

d=968429&itemId=915&generaltype=0 (accessed on 1 March 

2021). (Available in Chinese.) 

*18: COSO (2017) ‘Enterprise Risk Management: Integrating 

with Strategy and Performance’, 

https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-

Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-

Summary.pdf (accessed on 25 February 2021). 

 

 

 

 

 

  



 

10 

 

執筆者 

小林 晋也／Shinya Kobayashi 

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 

リスク管理戦略センター 

ディレクター 

 

Shinya Kobayashi 

Director 

Centre for Risk Management Strategy 

Deloitte Touche Tohmatsu LLC 

 

  



 

11 

 

 

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 30 都市以上に 1 万名を超える専

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、税務および

これらに関連するプロフェッショナルサービスの分野で世界最大級の規模を有し、150 を超える国・地域にわたるメンバーファーム

や関係法人のグローバルネットワーク（総称して“デロイトネットワーク”）を通じ Fortune Global 500®の 8 割の企業に対してサ

ービスを提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 312,000 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、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。 

 

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

© 2021. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group. 


