
アジア不正リスクマネジメント支援サービス
アジアに潜在する不正リスクを見える化し、不正の脅威から貴社を守ります

アジア拠点で高まる不正リスク、対策は万全ですか？

RecoveryReadiness Response

平時からリスクマネジメント策を施し、有事に備えることが重要

1. 海外子会社に起こりやすいリスクの可視化

2. グローバル経営におけるリスクマネジメント・ポリシーの構築

3. 定期的なモニタリングと、起きたら早期発見

4. 発生時のエスカレーション体制構築と迅速な初期対応

アプローチ2 Specific

標準的な内部監査に、貴社の不正リスク
に特化した監査手続を追加した「不正監
査」支援等を実施します

アプローチ1 General

幅広に現状把握から始め、要注意エリ
ア・プロセスを識別し、貴社のニーズに
合わせ、一歩踏み込んだリスク対応体
制構築支援を実施します

Step1： まずは、現状把握から

 すでに不正報告があり仮説は立っているが、実態がわからない

 日本本社だけでなく、海外子会社を巻き込んだ体制を再構築したい

 データを活用して効率的に不正監査を実施したい

 不正監査プロセスを標準化・効率化させたい

 ツールの導入を検討しているが、どのようなツールがあるか知りたい

 他社事例も取り込んで改善したい

 社内に対応可能人材を育成したい

 何から始めたらよいか？

 不正対応のノウハウがない

 業務プロセス毎のリスクとは？

 地域毎に注意すべきリスクは？

 現地の法規制・商慣習に精通した人材がいない

 対応可能な語学力・監査知識を兼ね備えた人材がいない

Step2： 既存の対応策を強化したい

リスクマネジメント策の実行性を高めるため、不正の専門家を起用しませんか？

目の届きにくい
海外拠点

海外子会社の傾向

言語、法規制、商習慣等が

異なる環境、現地雇用人材

が多いなどの事情により、

以下の傾向にある

 管理体制が脆弱

 リソース不足

 日本の親会社からのガ

バナンスが効きにくい

 不正が起きても、日本で

適時の発見は困難

 対応が手遅れとなりが

ち

不正リスクマネジメントの主なアクションアジアにおける
不正リスクの高まり

日本企業のグローバル展開、とりわけアジア拠点の拡大が進むに伴い、海外子会社における不正事例が増加しています

不正はアジアで高頻度

不正関連クライシスの発生

割合は東アジアと東南アジ

アで高い（世界の不正発生

件数の8割弱が当地域）

東南アジアにおける5大不

正リスク

 横領

 不正支出

 賄賂

 情報不正

 現預金の窃盗

デロイト トーマツは、アジア各国の不正のプロフェッショナルメンバーと迅速にチームアップし、現地すみずみで協働することができます

貴社の懸念事項は何ですか？ シチュエーションに合わせ、2方向のアプローチで支援します

中国

双方向から適正なガバナンスアクションを講じていくことが重要

日本本社

海外
子会社

海外
子会社

地域統括会社

海外
子会社

統制・コントロールを強化したい

板挟み状態

現場における権限拡大を希望

インド 日本

タイ

マレーシア

ベトナムシンガポール

韓国

香港

インドネシア

台湾

フィリピン

※有限責任監査法人トーマツ／企業のリスク
マネジメントおよびクライシスマネジメント 実態
調査 2018年版より

不正リスクマネジメント実践のポイント

デロイト
トーマツ

デロイト アジア
メンバーファーム

ネットワークを活かし、
迅速にチームを組成、

協働開始



アプローチの流れとデロイト トーマツサポート例

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”）ならびに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”）および各メンバーファーム並びに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、オーストラリア、ブルネイ、カンボジア、東ティモール、ミクロネシア連邦、グアム、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、モン

ゴル、ミャンマー、ニュージーランド、パラオ、パプアニューギニア、シンガポール、タイ、マーシャル諸島、北マリアナ諸島、中国（香港およびマカオを含

む）、フィリピンおよびベトナムでサービスを提供しており、これらの各国および地域における運営はそれぞれ法的に独立した別個の組織体により行われ

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。
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Phase3 導入・運用・モニタリングPhase1 リスクの特定と評価 Phase2 体制の強化

 初期理解
不正監査を効率良く行うため、ビジ
ネスの運用、事業運営モデル、商習
慣、社内手続、規程、内部統制等に
関する貴法人の一般的な理解

 データ分析・サンプル抽出・不正リ
スクシナリオ分析
不正監査項目の対象となるデータ
の分析（業務プロセス、Email、取引
先分析、支払分析等）実施、サンプ
ル抽出、不正リスクシナリオ分析

ご留意事項

不正監査は、主に不正行為の撲滅に向けた牽制を目的として、簡易的なスコープで実施するものであり、必ずしも不正行為また

その兆候の発見を保証するものではありません

デロイト グループの世界各国のプロフェッショナルが、海外拠点に現地訪問し、不正監査を実施します。当社の役割は、Project 
Management Office（PMO）として、現地とのコミュニケーションと最終的な報告書の品質管理チェック、現地往査のサポートを実

施します。

 原本調査
サンプルに係る書類、証憑等の原
本の調査

 インタビュー
必要に応じて、現地へ関係者への
インタビューを実施

 報告書作成
現地監査の結果（実施手続きの概要
及び発見事項）を報告書にまとめご
提供。（報告書は概要をまとめた簡
易的な形式なります）

Step 3 報告書作成Step1 準備 Step2 現地不正監査

設計（リスク環境の現状把握、体制強化策の検討）、導入準備、導入・運用・導入後のモニタリングの3Phaseに分割して支援します。

 概要理解
貴社が対象会社へ求める管理レベ
ルの把握

 プロセスチェック／従業員意識調査
業務プロセスと組織風土の切り口か
らリスクを識別

 対象会社インタビュー／管理部門と
ディスカッション

 リスク分析・リスクMapの作成
 プロトタイプ構築と横展開パイロット

 改善策の検討
海外ガバナンスモデルのプロトタイ
プ対象地域でのパイロット版の結果
をもとに設計

 改善策の策定、実行
海外ガバナンスモデルのプロトタイ
プ対象地域で策定、実行

 改善策のパイロットの評価

01
General

02
Specific

フルスコープ

簡易スコープ

3-4週間程度

1-2週間程度

3週間程度

1週間程度

2週間程度

1週間程度

 プロトタイプの各拠点での合意形成
 プロトタイプの適用に向けての実行

計画の策定
 各エリアへの横展開（実行）
 実行状況の有効性評価
 モニタリング（書面監査、意識調査

による導入深度の確認等）
 内部監査（書面等の調査結果の実

地確認）
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