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クライシスマネジメントサービス
基本モデルプラン

デロイト トーマツ グループでは、クライシスマネジメントを、Readiness（予防）、 Response（対処）、Recovery（回復）

の3ステージに分けて、それらを総合して考えることを提唱しています。その３つのRで基本となるモデルプランを作成

しました。

◆ パンデミック対応支援サービス

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界中に拡散するなかで、自社社員の安全確保に加えて、サプライチェー

ンの見直しが必要となる等、企業の事業活動にも大きな影響を及ぼし始めています。また、パンデミックに対応した事

業継続計画（BCP）を策定はしているものの、その実効性について不安を抱いている企業は少なくないはずです。ここ

では企業がとるべき対応についてポイントをまとめています。

◆ クライシスコミュニケーションサービス

近年のコンプライアンス意識の高まりは、企業の有事対応のあり方を厳しく監視する傾向を強めています。影響を見

誤り、対応が後手にまわれば、多方面のステークホルダーから糾弾され、大きくレピュテーションを損なう可能性があ

ります。冷静に情報を分析した上で方針を固め、一貫したメッセージを発信し続けることが信頼回復の鍵です。デロイ

ト トーマツの経験豊富なアドバイザーが、クライアント企業と信頼回復まで並走します。

◆ 不正調査

不正の内容や損害規模などの事実解明および原因解明と是正措置策定のために、専門家チームが具体的なアドバ

イスを行い、不正調査を支援します。

◆ 不正再発防止策の実行支援サービス

不正が発覚した企業では、内部・外部の調査委員会等による不正調査において、不正の経緯、発生要因等を明らか

にするとともに、様々な是正措置や再発防止策を講じることが求められます。多岐に及ぶ課題を解決するため、デロ

イト トーマツでは、各領域の専門家が一致協力して、実効性のある再発防止策の策定・導入を支援します。

◆ 不正リスク・プロセスチェック

不正リスク・プロセスチェックは、業務プロセスに隠された不正リスクを、簡易的にクイック診断します。不正の勘所を

具備したデロイト トーマツのプロフェッショナルが監修した、簡易セルフチェック用キットを体験して、効率的な健康管

理（不正リスクマネジメント）を支援します。

◆ 不正リスク・カルチャーサーベイ

不正リスクカルチャーサーベイは、不正行為の防止に向けた組織風土診断サービスです。対象となる従業員にWeb
形式で一斉にアンケートを実施することで、不正予防のための仕組みの浸透状況、従業員の不正に対する姿勢・行

動様式を明らかにし、風土改善のための方針策定の基礎を提供します。定期的な実施により、改善状況のモニタリン

グにも役立ちます。
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パンデミックリスク、対応支援プログラムのご紹介

未曽有の危機に長期的な視野で備えを

新型コロナウイルス問題で何を学び、何を準備すべきか。今後想定される危機まで一貫支援

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴い、企業活動にさまざまな影響が生じています。

世界的に感染拡大の長期化が見込まれ、先行きが不透明な状況で、企業は感染拡大の防止に努め、従業員や顧客の健康・安全を守り
ながら事業を継続するという困難に立ち向かわなくてはなりません。

刻一刻と変化する世界の状況を踏まえて事業を行うためには、迅速な初動対応から将来を見据えた事業計画の見直しまで幅広い対応
が必要です。誰もが経験したことのない危機を乗り越えるため、危機対応のプロフェッショナルであるデロイト トーマツと危機管理広報を
専門とするエイレックスが一気通貫で支援します。

変化するクライシスと対応すべき項目

 従業員が感染した。公表すべきか
 従業員へどのような指示を出すべきか

 店舗で感染者が出たら、営業停止す
べきか

 保健所、行政との対応で注意すべき点
は何か

感染拡大の予防と
感染発覚時の初動対応

事業に与える影響の評価と対応

 財務的な影響をどう評価すべきか
 決算発表の延期にどう対応すべきか
 取引先の工場が停止してしまった

 長期の休業等によりキャッシュフロー
が心配

対応の見直しと
事業計画等の策定

 BCPの見直し
 DPRの見直し
 サプライチェーンの見直し
 事業計画の見直し、策定支援
 M&A関連支援
 シナリオプランニング

 緊急対策本部（PMO）支援
 公表判断に関する助言
 公表判断基準策定支援
 リリース／QA作成支援
 記者クラブ対応、社会部記者対応

ご
相
談
例

ご
支
援
例

Phase3 リカバリーPhase1 初期対応 Phase2 影響への対応

 取材対応窓口業務
 行政他ステークホルダーへの対応
 他社事例の分析・報告
 各種会計対応支援
 決算発表対応支援

 サプライチェーンのリスクマネジメント
支援

 BCPが機能しなかった
 危機管理広報マニュアルが欲しい
 これを機に抜本的に事業を見直したい
 次のパンデミックリスクに備えたい

対応の実務ステップ

早期の関与

組織への影響を見極め、状況に応じた対応を行いま
す。

パンデミック対策計画は、多くの組織が既に作成してい
ますが、計画が時代や目的に適合しているかを確認す
ることが組織の回復にとって不可欠です。

社内および社外コミュニケーション

従業員は最新の動向について当然のように心配し、組織
からの迅速かつ信頼できる情報提供を期待しているため、
それに応えることが重要です。また、サプライヤーや主要な
ステークホルダーと適宜コミュニケーションを図り、連携す
ることが事業継続のために必要です。

自社の対応のモニタリングおよび見直し

対応を随時見直し、改善するプロセスを反復して行います。
広範に及ぶサプライチェーンの混乱等を考慮したシナリオ
プランニングなども活用し、新たな脅威にも対応できる柔軟
な計画や手続を定め、人材、戦略、利益を守ります。

【情報開示・対応のポイント】

1.状況の変化に対応した的確な判断が必要

社員感染の公表は、公益の観点での判断が必要です。政府・自
治体の開示方針とは別に、自ら社会に注意喚起すべき情報だと
判断し、企業の責任として公表する必要があります。状況に応じ
た対応が求められます。

2.事前準備と適切な実行、決意の表明

自社のパンデミックリスクに対する備え、計画された工場閉鎖や
全社員の在宅勤務導入の実行等、対応方針を速やかに開示す
ることでお客様、社員に対しても強い決意を表明できます。

3.流行期では様々な情報が交錯、風評被害にも注意

噂やデマをはじめ様々な情報がネットに氾濫します。内部から
の書き込み、自社へのいわれなき風評被害、様々なケースを想
定した、事前の対応が必要です。
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お問い合せ

株式会社エイレックス

〒107-0052 東京都港区赤坂3-3-3住友生命赤坂ビル4階
TEL：03-3560-1855／FAX：03-3560-1290
E-mail info@arex-corp.com

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 トーマツ合同会社並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。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC.

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

フォレンジック ＆ クライシスマネジメントサービス

〒100-8363 東京都千代田区3-2-3 丸の内二重橋ビルディング

TEL：03-6213-1180／FAX：03-6213-1085
E-mail dt-cm@tohmatsu.co.jp

危機対応の専門会社2社による一貫支援

Recovery

３R

日本最大級の総合
プロフェッショナルファーム × 国内大手危機管理広報

コンサルティング会社

豊富な実績

総合力

高い専門性

大規模案件対応

多種多様な危機への対応実績を保有。2社が培っ
た知見を活用し、さまざまな危機を支援します

両社の総力を迅速に結集し、予防・対処・回復の
全局面において最適なサービスを提供します

プロジェクトマネジメントの豊富な経験と両社の人
員を集結し、短期間で大規模な案件も対応可能

会計不正はじめ様々な不祥事の調査やメディア対
応など両社の専門家が支援します

デロイト トーマツとエイレックスが両社の強みを活かして初動対応から回復まで全面的に支援します

株式会社エイレックスは、危機管理広報、メディアトレーニングを得意とする広報コンサルティング会

社。40名の社員を擁し、外資系企業、大手企業を中心に顧問契約を締結している。事件・事故など

の危機を想定したシミュレーショントレーニングやトップエグゼクティブを対象にしたメディアトレーニ

ングでは国内有数の実績を持つ。実務面でも、食品会社の危機管理対応事例で 2009 年度に日本

パブリックリレーションズ協会の「PRアワードグランプリ（部門最優秀賞）」を受賞。日本経団連、経済

広報センターのトレーニング業務を担当するなど、第三者からの高い評価を得ている。

詳細はエイレックスWebサイト（www.arex-corp.com）をご覧ください。

https://www.deloitte.com/jp
https://www.deloitte.com/jp/about
https://www.deloitte.com/
http://www.arex-corp.com/


クライシスコミュニケーションサービス
企業価値を守る危機管理広報

企業のレピュテーションは、不正・不祥事の発生によって瞬く間に崩れ去る可能性があり、再構築には長年の努力を要します。

企業が発信するメッセージは、世間からの評価を改善する力がある一方、企業の評判を落とす要因の一つにもなります。

クライシスによる企業価値の毀損を抑制するために、同時多発的な事象に適切に対応することが重要です。

RecoveryReadiness Response

インシデント発生時のサポート事例

02 0301 方針策定 公表準備 情報開示

マテリアル作成、リハーサル

• 公表内容の特定

• ポジションペーパー（公式見
解）等作成

• 記者会見リハーサル

初期対応

• ステークホルダーの洗い出し
• ステークホルダーの反応予測
• 被害把握、緊急対応

公表方針の検討

• 事実関係の把握
• 公表要否／レベルの検討
• 公表方法／時期の検討

対応準備

• ステークホルダー別対応整理
• 対応の優先順位検討
• 対応インフラ整備

対応実施

• ステークホルダー別進捗管理
• コールセンター等の運営
• 想定外事項の対応

公表

• 記者会見／プレスリリース等
• メディアモニタリング
• 公表後個別対応

対策本部の構築

• 必要機能の特定
• 不足リソースの確保
• エスカレーションルートの整備

対策本部の運営

• タスクの進捗管理
• 情報の精査、対応、報告
• 調査委員会対応

社内コミュニケーション

• 従業員へのメッセージ
• 労働組合との調整
• 情報内部管理

対策本部

メディア
対応

顧客／官庁
対応

【情報の整理】

伝達すべき情報と事実
確認ができていない事
項を区分し情報錯綜を
回避する

【一貫性】

過去に公表した事
実との矛盾や対応
方針からの乖離に
注意する

【開示のタイミング】

関係法令・規則の
ほか調査進行状
況を踏まえて最適
なタイミングを選択
する

【メッセージの伝え方】

利害関係者が置か
れた状況を理解し、
真摯なコミュニケー
ションを図る

クライシスコミュニケーションにおける4つのポイント

事象発生

対策本部設置

不適切な対応例

• 事態の過少評価による対応の遅れ
• 準備不足による不適切なメディア対応
• 対外発表の遅れによる被害の拡大
• ステークホルダーへの配慮不足
• 従業員への対応不備による不信感の高まり

情報開示

要望

対応

有事に求められるコミュニケーション

対策本部

経営者、弁護士、専門家

官公庁、メディア、金融機関、株主、取引先、
監査人、従業員、消費者など

ステークホルダー



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

フォレンジック ＆ クライシスマネジメントサービス

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル

TEL：03-6213-1180／FAX：03-6213-1085
E-mail dt-cm@tohmatsu.co.jp

平時のコンサルティング

リスクの早期発見から危機対応力の向上まで危機対応の経験豊富な専門家が、有事の備えをご支援します。

実績例

品質不正に関する支援

 緊急対策本部設置、運営

 ステークホルダー対応支援

 記者会見リハーサル

 プレスリリース等作成支援

航空

平時のコンサルテーション

危機対応関連規程の網羅性、妥当性等の評価

レピュテーションに係るケーススタディ

メディアへの回答案作成支援

流通
平時のコンサルテーション

社内のエスカレーション機能改善に向けた助言

内部意思決定機関の事前構築支援

有事対応マニュアル作成に関する助言

重工
業

顧問契約

• 事案初期における相談

• 事案の公表基準等の助言

• メディアへの回答、Q&A等レビュー

• コミュニケーションプラン策定支援

危機広報ガイドライン

• 関連規程の見直し

• 緊急時の役割／権限の明確化

• エスカレーションルートの策定

• 情報開示基準の策定

研修／トレーニング

• 危機管理広報に関する研修

• メディア対応トレーニング

• オリジナル有事シナリオの策定

• 有事の意思決定シミュレーション

適切な初動対応の実現を
目的とした支援

リスクの早期発見、事案の
早期収束に向けた支援

危機対応力の向上を
目的とした支援

個人情報漏洩に関する支援

 調査結果の集約

 公表数値等の妥当性確認

 経営者向け報告書作成

 Q&A作成支援

製造
業

強度偽装に関する支援

 従業員インタビュー

 リスクの洗い出し

 重大リスクの選定

 発見リスクの報告

建築
資材

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
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不正調査
実態解明から再発防止までをトータルでサポート

7

RecoveryReadiness Response

貴社が直面しているクライシス（危機）は何ですか？

不正・不祥事からの信頼回復は、正確かつ迅速な実態解明が大事な一歩となります。
デロイト トーマツは、豊富な経験に基づいて、様々な事案・状況に応じた調査、対応アドバイスを行います。

会計不正

贈収賄

カルテル

利益相反

データ偽装

情報漏洩

横領

海外子会社の営業責任者による循環取
引

海外子会社にて、米国FCPA違反

公共事業入札において、非公表の予定
価格情報を担当者から入手

外注先へ架空発注の形で委託料支払
い、キックバックを受領

複数拠点・製品で、材料検査や製品検
査の書換え、JISの不当表示が常態化

従業員による顧客データの情報漏洩

経理担当者による経費の架空計上、現
金の横領

豊富な経験・
専門性

グローバル対応

グループの総合力

デジタル・
プラットフォーム

豊富な経験とノウハウ、高度な専門性、
強固なプロジェクトマネジメント力を有した
プロフェッショナル集団

国内のバイリンガルチームとデロイト グ
ローバル ネットワークが連携し、海外複
数拠点で高品質な同時調査が可能

デロイト トーマツ グループの総力を迅速

に結集し、大規模かつサービス領域をま
たいだ、シームレスな支援を提供

最新のテクノロジーを備えた独自のプラッ
トフォームで、ソースを問わず、電子デー
タを迅速かつ正確に保存・分析

幅広い不正への対応実績 デロイト トーマツの提供価値

不正・不祥事調査プロセスとデロイト トーマツ支援内容例

不正・不祥事調査のあらゆる局面と、その後の、再発防止策の策定・定着についても継続的にサポートします。

初動対応

・原因分析
・再発防止策

-策定支援
-導入支援
-モニタリング支援

・公表用報告書作成
・監査人対応アドバイス
・ステークホルダー対応
アドバイス

・調査委員会運営支援

・調査体制・調査計画
アドバイス

・調査委員会の立ち上げ

・対象事案の実態解明
-財務分析
-ドキュメントレビュー
（会計・非会計証憑・
バックデータ分析）

-インタビュー
-現地調査

本件調査

・類似事象の検証
-本件調査に基づく
仮説の提示

-アンケート
-ホットライン設置

類似案件調査 再発防止

データアナリティクス

ステークホルダー対応

デジタルフォレンジック

・コミュニケーションデータの分析による、事実・関連情報の発見
を目的とした調査
-電子データの証拠保全・復元支援
-電子データの分析・解析
-調査方針に基づく調査（関連文書の発見、レポーティング等）

・効率的な調査対象や原因の仮説などの絞り込み
を目的とした調査
-ベースライニング（不正の特徴・傾向分析）
-プロファイリング（異常値の抽出・検討）
-テスティング（不正シナリオに基づくデータ抽出）

・過年度修正仕訳の
検討・集計

・開示内容の検討
・監査人対応アドバイス
・適時開示のサポート

修正開示対応

調査委員派遣

・第三者委員会・特別
調査委員会への委員
派遣
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調査範囲および調査手続きの策定

1. 進め方

迅速な事実解明と全容解明を両立すべく、情報の収集・分析と仮説の構築・検証を繰り返し、実態を解明していきます。

調査範囲・手続策定

仮説構築

 必要な情報を収集・分析
 分析結果から仮説（不正のシナリオ）を構築

仮説構築

仮説に基づいて
 適切な調査範囲・調査手続を策定

調査範囲・手続策定

調査を実施、判明した新事実に基づいて
 仮説を修正・再構築
 調査範囲の拡大や調査手続の追加などを検討

調査の実施
新事実の判明

実態

調査の実施
新事実の判明

2. 必要な目線

調査手続調査範囲

調査範囲は合理的に決定されているか

 関与者の範囲
 社内、社外の誰が関与している可能性があるか？
 不正実行の動機は？

 調査対象期間
 不正の実行はいつまで遡る可能性があるか？
 データ・記録はいつまで収集可能か？
 責任はどこまで遡って追及すべきか？

 他件調査（類似事案）の範囲
 「人」に着目：不正実行者が過去に携わった業務は？

所属していた拠点は？
 「拠点」に着目：不正発生拠点のほかの者が不正を行

う可能性は？
 「手口」に着目：発覚した不正と同様の手口の不正が

他拠点において発生する可能性は？

不正手口との整合性・十分性は担保できているか

 不正手口との対応
 業務フロー上、どのデータ、取引証憑の間に不整合が

発生する可能性があるか？
 証憑閲覧による調査の限界は？

• 外部取引先と共謀して取引証憑等が改ざん、虚偽の
場合には取引証憑の閲覧だけでは不十分

 取引証憑以外の証拠入手による補完
 デジタルフォレンジック
 取引先等に対する調査（反面調査）
 取引実在性の調査（現物確認）
 インタビュー調査
 アンケート調査
 ホットライン設置
 データアナリティクス

https://www.deloitte.com/jp
https://www.deloitte.com/jp/about
https://www.deloitte.com/


現場
（国内外子会社）

他社事例に学ぶ「統合的防止策」の必要性

通常、不正の実行は、多段階の統制により防止されてい

ます。多くの会計不正の事例では、このうち一つないし複

数の「形骸化」、綻びにより不正実行の機会となっていま

す。会計不正の顕在化を契機に、根源的原因を追究し、

「統合的防止策」の再構築が非常に重要となります

トーマツのサービス

トーマツは、外部専門家として「統合的防止策」の再構

築・高度化支援をご提供致します。

不正は減らず、「不正な財務報告」は増加

有限責任監査法人トーマツ（以下、トーマツ）の調査によ

れば、上場企業概ね4社に1社で不正が発生し、特に「不

正な財務報告」の発生割合が増加しています。

統制活動の形骸化が不正実行の機会となる

また、不正の機会の要因として、引き続き、「統制活動の

形骸化」の割合がもっとも高い水準となっています。

不正発生後の外部専門家関与の必要性

①対内的な制約、②対外的な客観性の担保のため、外

部の専門家関与による中立的な調査・再発防止策の策

定等が必要となります。

不正再発防止策の実行支援サービス

外部の専門家による内部管理体制の構築・高度化

不正発生後の原因調査、再発防止策の実行、定着化を支援

中立的な調査・再発防止策定等対応が可能な
外部の専門家の関与が必要

不正発生状況（2016） 不正な財務報告の割合の推移

26%
22%

26%

2014

2016

14%
15%

12%
33%

58%

わからない

その他

モニタリング活動の形骸化

不適切な職務分掌

統制活動の形骸化

不正実行の機会（複数回答）

ルール

コントロール

モニタリング

• 予算統制、職務分掌、人事
制度、関係会社管理

• 業務上の牽制（統制）
例：販売プロセス

• 内部監査、リスクコンプライア
ンス、内部通報

複数の統制の形骸化・綻びにより
不正実行の機会になる。

①
対内的
制約

当事者では、組織・役職間の距離を超えた
真因分析や「統合的防止策」の策定には限
界がある。

②
対外的
客観性

株主、顧客・取引先、当局等ステークホル
ダーから客観性の担保が要求されている。 i. 業務の効率性

ii. 財務報告の信頼性
iii. 法令順守
iv. 資産の保全

1. 統制環境
2. リスクマネジメント
3. 統制活動
4. レポートライン
5. モニタリング

マネジメント

出処：トーマツ、デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザ
リー合同会社「企業の不正リスク実態調査2016」

組織の各階層の改善を支援

不正の動機

構成要素 目標

外
部
専
門
家

複数の構成要素毎の改善を支援

統
合
的
防
止
策

出処：トーマツ、デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザ
リー合同会社「企業の不正リスク実態調査2016」

RecoveryReadiness Response
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トーマツのアプローチ 例

①
原因調査

②
再発防止策実行

③
定着化

目指すべき姿

 規程類改定支援
 役割、権限改善支援

 業務フロー文書化・標
準化・改善支援

 統制を強化するツール
類作成支援

 必要に応じ、システム
の活用を提案

 内部監査改善支援
 管理資料作成支援

 研修開発支援

 内部監査：リスクに応じ
た監査項目（特に会計
監査目線）の検討支援

 チェックリスト等自己
チェックツールの作成
支援

 課題の改善状況の調
査

 残課題等の洗い出し

 調査委員会で特定され
た範囲の全社展開

 「根源的原因」の調査

 再発防止策の計画

 会計専門家による調査

 「開示すべき重要な不
備」他規制対応上必要
な対応＝内部統制上
の課題の再診断

「根源的原因」、影響範
囲の調査

ルール（制度）の改善 再発防止研修

自走化支援（財務報告）

対応完了

課題に対し、実質的な
再発防止策が、遅滞な
く完了している

制度対応

期限内に、「開示すべ
き重要な不備」他制度
対応が解消されている

持続可能性

改善・変更対応の仕組
みを織り込むことで、プ
ロジェクト後のPDCAが
実施されていく

改善確認

会計専門家、不正専門家
による総合的調査

伝統的技法～最新技術まで
最適な改善策の構築

監査・業界の専門知見を活用
し、複層にわたる牽制の不
備、類似案件等を調査

海外子会社、拠点

ビッグ・データ活用

組織、役割

具体的かつ最適な再発防止
施策の提案、実行支援

統制・モニタリ
ングツール、規
程類の改善

最新技術活用

各領域専門家を組成し
最適チームで支援

監査、リスク・アドバイザリー、
不正調査、コンサル、税務等
一体のサービス体制

コンサル

インダストリー
不正

専門知見

会計・リスク

一体サービス

コントロールの改善

モニタリングの改善

組織・意識改革

サービスの特徴

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
Email dt-cm@tohmatsu.co.jp

※貴社および貴社の関係会社とデロイト トーマツ グループの
関係において監査人としての独立性が要求される場合、本
サービス内容がご提供できない可能性があります。詳細は
お問合せください。

https://www.deloitte.com/jp
https://www.deloitte.com/jp/about
https://www.deloitte.com/


RecoveryReadiness Response

不正リスク・プロセスチェック
業務プロセスに潜在している不正リスクを、無料クイック診断

不正リスクマネジメントの第一歩

不正・不祥事対策は、発生の予防と、兆候の段階での早期発見が大切です。
数多くの企業不正の最前線で業務にあたり、不正の勘所を具備したデロイト トーマツ のプロフェッショナル監修の、簡易チェック用キットを
体験、効率的な健康管理（不正リスクマネジメント）の第一歩を踏み出しませんか。
一般的な監査手続では見落としがちな、「不正」切り口での業務プロセスの現状把握が可能です。

サービスの特徴

質問書（調査票）イメージ 結果レポートイメージ

無料

専門家によるフィードバック

・部門、業務プロセス、不正の分類毎に結果
を診断

・デロイト トーマツの現役コンサルタントが、
貴社へ訪問し、診断内容を説明

貴社グループ内での現在位置把握可能

・ご利用頂ける企業さまが増えるに従って
データ蓄積が進み、将来的には業界・地
域・国レベルで不正リスク管理のレベル
感を比較可能

「不正」に特化

調査対象カスタマイズ可能

・会社単位（本社・子会社・海外子会
社）で調査対象を設定可能

調査票回答
貴社への訪問による

診断・内容説明

不正リスクは、業務プロセス
上どこに潜んでいる？

不正リスクマネジメント
（予防・早期発見）の構築へ

メールでキットを入手、
簡易チェック

・一般的な内部統制と異なり、不正リスクに
特化した目線の質問項目

・厳選された162の質問群にYes/Noで回答
・対象不正リスク例：横領、会計不正、情報
漏えい、品質不正、贈収賄等
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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

フォレンジック ＆ クライシスマネジメントサービス

〒100-0005東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル

TEL：03-6213-1180／FAX：03-6213-1085
E-mail dt-cm@tohmatsu.co.jp

診断の流れ

お客様へ大切なお知らせ

• 本ツールは、アンケートを通じて、企業内（あるいはグループ内の各企業ごと）の業務プロセスにおける不正リスクの現状を把握するこ
とで、企業またはグループにおける不正発生リスクの低減活動の一助になることを目的としています。

• 個々のご回答や個人情報は、調査主体法人の個人情報保護方針等に従って管理し、個々のご回答内容、個人名、企業名、拠点名を
無断で公表することはありません。

• 本ツールは、業務プロセスに潜在している不正発生のリスクを簡易的にチェックするために標準化を施しており、網羅的な確認を目的
とするものではありません。

申込み

調査キット受領

調査キット社内展開・
記入・提出

調査キット受領・
分析・レポート作成

調査レポート説明

 調査申込み

 申込人＝貴社の窓
口の方

 必要事項を記入

 当社担当または、専
用e-mail窓口へ提
出

 調査キット受領

 調査票、記入にあ
たっての注意事項
が含まれていること
の確認

 社内展開

 貴社窓口担当者様
より、調査対象部
署・子会社へ展開

 記入・提出

 記入済の調査表を
当社担当へ手交ま
たは、専用e-mail窓
口へ提出

 調査キット受領

 分析・レポート作成

 デロイト トーマツのプ
ロフェショナルが分析、
レポートを作成

 7営業日以内に当社よ
り連絡

 内容フィードバック

 貴社を訪問し、対面で
のディスカッション機会
を設定

 必要に応じて、当社の
各種サービスをご紹介
します

調査レポートは、

貴社内の統制活動強
化策・不正リスク対策
に活用ください

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
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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
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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
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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。
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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
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不正リスク・カルチャーサーベイ
不正の予防・早期発見に向けた組織風土へのアプロ―チ

不正・不祥事の根源となる組織風土

不正・不祥事が発生する原因の一つが不健全な組織風土です。問題を指摘しにくい

「組織の雰囲気」や、法令順守よりも上司の指示を優先するような従業員の「思考・

行動様式」は、ルールや仕組みを形骸化し、不正・不祥事発生の根源となります。

不正防止のルールや仕組みが継続的・効果的に機能するためには、組織の“ヒト”

にも注目する必要があります。調査によって現状を把握することで、組織の強み・弱み

を明らかにし、不正行為等の予防・早期発見に有効な施策を講じることができます。

回答結果のイメージ

改善施策例

組織風土

モニタリング

ガバナンスルール

内部監査の強化

 コンプライアンス意識の低い部署を内部監査の対象拠点
として選出

 過年度監査結果とのギャップ分析に基づく新たな監査手続
きの立案

組織風土の改善

 組織の現状把握、課題の整理
 従業員の行動指針の明確化・浸透
 コンプライアンス意識の醸成のための浸透策の立案・実行
 組織内の新たなコミュニケーションの場の創出

人事制度の変革

 従業員の階層別の役割・責任の再定義
 評価手法・報酬ルールの見直し

 従業員の育成、役員および管理職の登用プロセスの
再定義

研修

 部署別・役職別研修
 役員向けワークショップ
 従業員向けワークショップ
 有事対応トレーニング

＜コンプライアンス意識に関する回答例＞

管理職

一般／部下あり

一般／部下なし

部下あり

部下なし

高

中

低

高

高

高

高

高

高

高

低

低 低

中

中

中

中

中

低

低

A役職

部署

雇用形態 B C D

標準化質問の構成

仕組みの有効性・網羅性

従業員の思考・行動

リスク・不正事象

選択式の回答に加えて、一部自由記述欄があり、組織の現状
や従業員の意見を把握することができます。

※ルール理解度やコンプライアンス意識の高さ等

正社員

非正規社員

RecoveryReadiness Response
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 事前協議

調査の対象者数や

集計方法等を協議

 ご契約

契約およびNDAを
締結

 専用サイト構築

貴社専用Webサイトを開設

 社内展開

調査趣旨、回答URLを
社内へ展開

※貴社で実施いただきます

 回答状況の確認／リマインド

を必要に応じて実施

 問合せ対応

調査対象者のご質問対応

※質問は貴社にて集約いただ

き、貴社ご担当者様へ回答

します

 集計

回答締め切り後、

約2～3週間で集計

 調査結果のご説明

専門家による結果解説

※1時間程度のお打合せ

約2～3週間お申込みから約2週間 4週間以内で設定

デロイト トーマツによる調査の優位性

グローバル対応

 多様な言語に対応。母国語による調査

で正確性の高い回答が期待できます。

 回答方法は、マークシート、PC、携帯

端末から選択可能。工場やオフィス等

各拠点に便利な方法で実施できます。

標準化質問＋オリジナル質問

 標準化質問は、過去結果や同業他社

の結果と比較可能。自社の現状把握

に役立ちます。

 貴社の懸念事項を調査するための

オリジナル質問の設定も可能です。

調査結果の活用

 不正・不祥事の専門家が調査結果を

分析し、特に注意すべき部署や課題を

特定します。

 効果的な改善策をご提案します。

お申込みから調査の流れ

申込み・契約 調査実施調査準備 結果レポート

デロイト トーマツ

コンサルティング合同会社

Tel 03-5220-8600／Fax 03-5220-8601
E-mail: dt-cm@tohmatsu.co.jp

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

フォレンジック & クライシスマネジメントサー

ビス

Tel 03-6213-1180／FAX：03-6213-1085
Email: dt-cm@tohmatsu.co.jp

有限監査法人トーマツ

リスクアドバイザリー事業本部

Email: dt-cm@tohmatsu.co.jp

https://www.deloitte.com/jp
https://www.deloitte.com/jp/about
https://www.deloitte.com/
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