「グローバル企業の危機管理 ソリューションセミナー」
主催： 有限責任監査法人 トーマツ
日系グローバル企業の海外拠点において、自然災害やテロ・暴動をはじめ、不正会計、コンプライアンス違反、人事・労
務に関するリスクがこれまで以上に高まっています。これらのリスクは、ひとたび顕在化すると海外拠点にとどまらず、グ
ループ全体の経営やブランドイメージにも大きな影響を与えることとなります。当法人の調査においても、海外拠点に関す
るリスクを“最も優先すべき課題”として受け止めている企業がここ 1 年で大きく増加しています。（＊1）
一方、「海外拠点やサプライチェーン全体のリスクをどう特定するか」「グループ本社と海外拠点それぞれの役割はどうす
るか」「従来からの海外子会社管理に加え、何を行えばよいか」という実務上の論点については、公開されている手法・事
例も少なく、各企業のグローバルリスク管理ご担当の方のお困りの声も当法人に多数寄せられています。
今回のセミナーでは、グローバル企業の海外拠点の現場にて、グローバル危機管理の構築・高度化（＊2）から組織への
浸透支援までを多く手掛けてきた現役コンサルタントが、成功事例・先進事例等を交えてデロイト トーマツ グループの考え
る最新のグローバル危機管理をご説明いたします。
ご多忙とは存じますが、お繰り合わせのうえ、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。
（＊1）デロイト トーマツ 企業リスク研究所が実施した「企業のリスクマネジメント調査 2015 年版」より。
（＊2）「グローバル危機管理」は、企業の事業継続や従業員の安全を脅かすような、自然災害（地震、水害、台風等）、人的災害（テロ・暴動等）、現地法
令やコンプライアンスの違反に関するリスク、人事・労務リスク、機密漏えいリスク等への対応策の総称です。

【 セミナー概要 】
■ 開催日時

平成 28 年 3 月 3 日（木） 15:00～17:30 （受付開始： 14:30）
※会場の都合により、受付開始時間前にご入場いただけない場合がございます。

■ 会

場

ベルサール八重洲
住所： 〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル 2F
TEL： 03-3548-3770
最寄駅： 「日本橋駅」 A7 出口 直結 （東西線・銀座線・浅草線）
「東京駅」 八重洲北口 徒歩 3 分 （JR 線・丸ノ内線）

■ 対

象

経営企画・リスク管理・子会社管理・コンプライアンス・CSR・内部監査部門等

■ 定

員

200 名
※同業者の方はお断りする場合もございますので、予めご了承下さい。
※お申し込みが定員に達した場合、1 社同一部門 2 名様までのお申込みとさせて頂きます。

■ 参 加 料

無料

■ 申込方法

下記 Web サイトよりお申し込みください。

http://www.deloitte.com/jp/semi2927
※本セミナーのお申し込みに際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。ご記入いただく内容は SSL 暗号
化通信により経路上の保護を図っております。
※過去にデロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申し込みいただいた方、または現在当グループのメールマガジン
をご購読いただいている方は、ご登録済みの ID・パスワードで簡単にお申し込みいただけます。
※ID・パスワードをお持ちでない方は、上記 Web サイトより〔新規ユーザー登録はこちら〕をクリックし、ID・パスワードを
設定のうえユーザー登録をお願いします。登録後、設定した ID・パスワードにてログインしてセミナーにお申し込みくだ
さい。
※受講者の方へは、セミナー開催 1 週間前を目処に受講票をお送りします。当日プリントアウトをご持参のうえ、ご来場く
ださい。

【 プログラム詳細 】
時間

テーマ
2016年、 日系企業のグローバルリスクはこう変わる！
・2015 年のリスク振り返りと 2016 年のリスク予想

15:00-15:40

講師
有限責任監査法人 トーマツ
ディレクター 茂木 寿

・テロ・暴動への備え方
・日本企業が新たに注目すべきリスク
・新興国における、リスク管理の変化 等

海外子会社管理の先進事例・成功事例のご紹介
・国内子会社管理と海外子会社管理に違いはあるのか

15:40-16:20

有限責任監査法人 トーマツ
シニアマネジャー 岡部 貴士

・近年のリスクと海外子会社管理
・海外内部監査における課題および論点
・コンプライアンス問題の動向と対応高度化の方策 等

16:20-16:30

休憩
グローバル危機管理の先進事例・成功事例のご紹介

16:30-17:10

・海外拠点の安全管理と事業継続について

有限責任監査法人 トーマツ
シニアマネジャー 中澤 可武

・国内 BCP とグローバル BCP の違い
・グローバル BCP 策定の課題および論点

17:10-17:30

質疑応答

※セミナー内容は、都合により一部変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

【 スピーカー紹介 】
茂木 寿 （もてぎ ひとし）
有限責任監査法人 トーマツ
ディレクター

大手石油開発会社にて、原油・石油製品のマーケティング・市場調査及び在外事務所の
管理等に従事。その間、欧州、中東等に駐在並びに長期滞在。現地で湾岸戦争、IRA の
爆弾テロに関する対応にも従事。
主にクライシスマネジメント、BCM 構築、海外労務管理、海外危機管理（海外安全、テロ
対策）、広報危機管理、新型インフルエンザ等の感染症対策等のコンサルティングに従
事。これまでコンサルティングで携わった企業数は 600 社を越える。
これまでに執筆した論文・著書等は 200 編以上、講演数も 500 件以上。この他、政府機
関・公的機関の各種委員会（経済産業省・国土交通省・JETRO 等）の委員を数多く勤めて
いる。

岡部 貴士 （おかべ たかし） 大学卒業後、金融機関、外資系金融機関における与信審査や外為業務に従事する中で、
有限責任監査法人 トーマツ 企業のリスク管理能力引き上げの必要性を強く感じ、外国留学、米国公認会計士取得を
経てコンサルティング業界へ転身。2005 年よりリスクコンサルタントとして活動し、2015 年
シニアマネジャー
より現職。
主に新興国カントリーリスクの調査や、海外子会社の管理体制構築、海外拠点におけるリ
スクマネジメント等に関するコンサルティングに従事。金融、商社、製造、資源エネルギー
などさまざまな業界の 200 社以上の企業に対して助言業務を提供してきた。また、これま
でリスク管理に関する数多くの講演を行っている。米国公認会計士（イリノイ州）、公認内
部監査人（CIA）、第 2 期日経 CSIS バーチャルシンクタンク研究員。
中澤 可武 （なかざわ かむ） 政府系機関において新法令の立案補佐や条文解説等の業務を担当した後、コンサルティ
有限責任監査法人 トーマツ ング会社にて、グローバル企業のガバナンス態勢構築、国内外の事業継続（BCP）態勢
構築、サプライチェーンの可視化、国内外各拠点を対象としての危機管理対応訓練等を
シニアマネジャー
支援。また、中央省庁からの委託案件として、米国、東南アジア等の危機管理法制の調
査等も実施。
グローバル企業の海外子会社の経営陣向けの経営ガイドライン策定、各国の内部統制の
構築・高度化の支援の経験を持ち、各国に特有のリスクと企業・拠点の仕組み、機能をあ
わせて、危機管理体制を構築できることが強み。

【会場】
ベルサール八重洲
住所： 〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル 2F
TEL： 03-3548-3770
最寄駅： 「日本橋駅」 A7 出口 直結 （東西線・銀座線・浅草線）
「東京駅」 八重洲北口 徒歩 3 分 （JR 線・丸ノ内線）

【お問合せ】
有限責任監査法人 トーマツ セミナー事務局
担当： 宇戸／田邊
住所： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル
TEL： 03-6213-1113
E-mail： risk-seminar@tohmatsu.co.jp
※Web よりお申込みができない方は、セミナー事務局までご連絡ください。
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Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービス
を、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 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、デ
ロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供
しています。デロイトの約 225,000 名を超える人材は、“making an impact that matters”を自らの使命としています。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織
を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個
の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTL およびそのメンバーファームについての詳細は
www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

© 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

