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もはや 2018 年には、経営陣によって策定された戦略と
リスクについて監督する取締役会の責任は、話題の中心
にはならないでしょう。ここ数年にわたり、多くの取締
役会が着実にこれらの監督の強化に取り組んできまし
た。具体的には、取締役会は自社のリスク情報をより的
確に入手できるようになり、組織のリスクガバナンスを
強化し、いくつかのケースでは、最高リスク管理責任者

（Chief	Risk	Officer）の選任の支援や、取締役会レベルで
のリスク委員会（Committee）を組成するケースなども
見られます。さらに、経営陣が提示した戦略について、
より理解を深め、洗練させるための議論に努めたり、必
要に応じて戦略の代替案を策定するよう経営陣を促した
りと、多くの取り組みを進めてきました。

しかし、リスクや課題は増加し、そして複雑化の一途を
たどっており、経営陣は企業の目標を追求して戦略を見
直し続けることが求められています。同様の環境から、
取締役会はリスクの監督（oversight）の成熟度を次の
レベルへと高めることが求められています。

取締役会がリスクの監督についての実践力を向上させる
ための方法のひとつは、企業のリスクアペタイトを明確
化し、正式に承認することです。リスクアペタイトとは、
戦略実行にあたり経営陣が受け入れることができるリス
クの総量のことです。その第一歩として、取締役会は経
営陣の戦略を十分理解し、正式に承認する必要がありま
す。

取締役は、リスクアペタイトと戦略の両方を監督するこ
とが自らの役割であると認識しているにも関わらず、こ
の両者を結び付けた議論を殆どせず、仮に議論していた
としてもリスクアペタイトと戦略に十分には向き合って
いません。さらに、取締役会はリスク、特に非財務のリ
スクについては十分に理解ができておらず、どちらかと
いうと直感的であることが多いです。取締役会と経営陣
は、企業のリスクアペタイトと向き合い、正式に意見を
交わし、リスクアペタイトを戦略に結びつけることで、
戦略を実行するに当たって企業が直面するリスクや、そ
れに関連する機会を認識することができます。その結果、
企業が適切なリスクを取っているか、現在のリスクが過
大なのか過小なのか、そして目標達成のために代替的な
戦略を検討する必要があるか否かを判断できるようにな
ります。

リスクマネジメントと戦略的意思決定は、自社の評価
（reputation）に重大な影響を及ぼします。取締役会が、
リスクは適切に管理され、かつリスクは戦略に見合って
いると確信を持っていれば、企業の評価を守ることがで
きます。企業が過大なリスクを取っており、不必要なエ
クスポ―ジャー（すなわちリスクに晒されること）を生
み出し、あるいは、過小なリスクしか負わずに業績が低

迷している場合、メディア、投資家やその他のステーク
ホルダーから、いずれは同様の質問を投げかけられるこ
とになるでしょう：“こんな事態に陥るまで、取締役会
は一体何をしていたのだ？” と。

ミッシングリンクをつなぐ

世界的な金融危機を契機に、多くの取締役会がリスクの
監督により注力するようになっています。けれども、金
融サービス業を除けば、多くの企業がリスクアペタイト
を正式に定義するようになったのはつい最近のことで
す。このプロセスは、通常、主要なリスク、特に財務的
な性質を持つリスクについて、リスクステートメントを
作成するなどの極めて基本的な手法から始めます。経営
陣は、このプロセスで特定の市場に対する感応度、取引
相手の信用水準、カントリーリスク、リスクの集中等の
項目について検討します。これにより取締役会と経営陣
は、取り得るリスクの水準や、リスクをどう定義するか
について議論することが可能になります。

これは良いスタートですが、2 つの論点が残ります。企
業がすでに取っているリスクの総量と、エクスポー
ジャーの程度を識別する能力です。リスクアペタイトス
テートメントによりリスクの総量を定義するとともに、
経営陣は、リスクアペタイトステートメントとリスク許
容度を尺度として、エクスポージャーの程度を識別でき
なければなりません（30 ページの補足記事を参照）。	

リスクアペタイトと戦略を結びつけることにより、戦略
に関連するリスクのレベルが明確になります。また、企
業のリスクアペタイトを考慮して、他の戦略から、より
価値あるリスクとリターンのトレードオフがもたらされ
るか否かについても議論できるようになります。

取締役会と経営陣は、企業のリスクアペタイト
と向き合い、正式に意見を交わし、リスク	
アペタイトを戦略に結びつけることで、戦略を
実行するに当たって企業が直面するリスクや、
それに関連する機会を認識することができます。
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非財務リスクを考慮すると、リスクアペタイトに関する
対話は複雑になる可能性があります。例えば、ほとんど
の企業は、健康、安全、サイバー、リーガルや評価リス
クに関するアペタイトが高くはありません。これらのリ
スク、例えば、和解金、罰金や時価総額の減少などを金
銭的な尺度に換算するのは、控え目にみても非常に不確
かなものとなります。戦略的な選択により推進される多
くの価値創造的な活動に関連するリスクは、信用リスク
や為替リスクとは異なり、リスクアペタイトステートメ
ントの中に定量化することはできません。このようなリ
スクは、戦略についての協議において認識されるべきで
あり、そして、おそらくはリスクアペタイトステートメ
ントに取り上げるべきです。

戦略立案活動、戦略ステートメント、そして戦略につい
ての取締役会と経営陣の協議も、過去数年の間により強
固なものになりました。企業は戦略を策定する際に、特
に人工知能の領域では、社内と社外のデータをより活用
しています。企業は、より広い範囲の戦略的な選択肢を

明示的に検討し、どのような成果を生み出せるかについ
てより集中的なモデリングを行うかもしれません。戦略
立案、財務やリスクマネジメント部門は今、より総合的
に戦略を策定するために、共同で作業を遂行する機会を
持つようにしています。とはいえ、いまだに多くの企業
が、戦略とリスクに関する公式なステートメントは、主
にマーケットで展開されるストーリーに過ぎないと見な
しています。理解できる部分もありますし、ある程度は
有益かもしれませんが、戦略とリスクのより詳細な描写
と、内部的および外部的な透明性の向上は、より望まし
い企業への貢献をもたらすと考えます。

リスクアペタイトステートメントのサンプル

経営陣は、戦略とリスクアペタイトの両者を作成し、明
確にするのに対して、取締役会は、監督の任務の一環と
して、戦略とリスクアペタイトについて建設的に批評す
るとともに、承認します。リスクアペタイトはさまざま
な方法で定義が可能であり、唯一の基準や指針は存在し

リスクに関する重要なコンセプトには、	
以下のものが含まれます。9

•� �リスクキャパシティは、企業が吸収できるリスクの最大レベルを定義するものです。たとえば、大手グロー
バル企業にとってそうであるように、たとえリスクキャパシティの数値が大きくても、大規模な買収に適用
される場合でも、リスクキャパシティの限度の付近で事業を行いたいと考える経営者はほとんどいないで
しょう。

•� �リスクアペタイトは、戦略を実行するために、経営陣が取ることを厭わないリスクの総量、またはリスクキャ
パシティの最大値のうち、企業が危険を冒せる程度を定義するものです。戦略とリスクアペタイトを検討す
るに当たり、取締役会と経営陣は戦略目標の達成に向けたさまざまな選択肢を比較衡量しなければなりませ
ん。

•� �リスク許容度（またはリスクリミット）は、ある特定の事業および部門において、企業が取ることを厭わな
いリスクの程度を示すものです。これらの基準値に接近した場合、またはこれらの基準値を超えた場合、戦
略またはリスクマネジメントの戦術、あるいはこれらの双方を再考すべきです。

•� �リスクプロファイルは、リスクカテゴリー全体で集計された総リスクエクスポージャーを指します。しかし、
一般にリスクは変動があまりに大きく、定量化が不可能であり、重なりが多すぎるため、正確な集計が困難
です。エクスポージャーを集計しても、リスクポジション全体の方向性に関する情報しか得られない可能性
は高いです。それでもリスクプロファイルは、エクスポージャー、リスクの集中、各種類のリスクの相関性、
そして実現可能性の高いシナリオを評価することにより導き出すことができます。

要約すると、リスクキャパシティとは、企業が吸収できるリスクの最大量を意味します。リスクアペタイトとは、
経営陣がリスクキャパシティの限度にどの程度近い水準で事業を行うかを示します。リスク許容度とは、実際
に行動する前に、経営陣が特定の領域で受け入れ可能なリスクの量を示します。そしてリスクプロファイルと
は、ある特定時点における実際のエクスポージャーの総量を表します。
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ません。そのため各企業はそれぞれ工夫しながら、自社
なりのリスクアペタイトを作成し、表現する努力をして
います。これを踏まえると、リスクアペタイトの正式な
ステートメントを文書の形式で作成することは、非常に
有用かもしれません。

リスクアペタイトステートメントは、社内のみで使用す
ることもできますし、一般に公開することもできます。
企業がマーケットに向けて開示している主要なリスクが
あるなら、これらは明らかにリスクアペタイトステート
メントに盛り込むべきです。

リスクアペタイトステートメントを正式に公表している
企業は非常に限られています。公表している企業として、
英国に本拠を置く世界的な鉱業会社 Anglo	American 社
があります。同社は 2016 年のアニュアルレポートでリ
スクアペタイトステートメントを公表しています。

そのアニュアルレポートにおいて、主要なリスクについ
て検討を加えるとともに、各リスクについてリスクアペ
タイトの基準を定義しています。そこでは、主要なリス
クを “Anglo	American 社のビジネスモデル、将来の業績、
支払能力や流動性に脅威をもたらす、リスクまたはリス
クの組み合わせ” と定義しています。10	これは、内部的
に明確であるだけではなく、投資家や他のステークホル
ダーとも共有された点において、リスクアペタイトス
テートメントの先駆けとなるものです。加えて、この事
例は、リスクアペタイトを定義する取り組みが、銀行以
外の企業にも広がっていることを示しています。	

2016 年のアニュアルレポートに記載されている、同社
のリスクアペタイトステートメントは以下の通りです。

　　	当社はリスクアペタイトを “［当社］がその目的の
追求にあたって受け入れる意思があるリスクの性質
と程度” と定義しています。当社はリスクアペタイ
トを、リスクが顕在化した場合に生じる結果の重大
性、リスクに影響を及ぼす社内外の関連要素、そし
てリスクを低減させるため経営陣が講じている措置
の状況という観点から検討しています。リスクアペ
タイトは時間とともに変化するという認識の下、リ
スクごとのアペタイトの限度を決定する一助とする
ため、スケールを使用しています。

　　	リスクがアペタイトを上回る場合、目的の達成が脅
かされるとともに、戦略の変更を余儀なくされる可
能性があります。［当社の］リスクアペタイトの上
限に近づいているリスクは、リスクをアペタイトの
範囲内にとどめるため、経営陣の迅速な対応や実効
的な対応が必要になる場合があります。11

「リスクと当社の戦略的要素とはどのように関連してい
るか？」と題した短いセクションでは、誰でも入手でき
るステートメントとして、リスクと戦略を明確に結び付
けています。これにより、投資家や他の外部ステークホ
ルダーは、戦略に対するリスクとこれらリスクに対処す
るために経営陣が講じている措置について、高い視野で
把握することができます。

リスクアペタイトステートメントでは、リスクに関する
指針を企業の隅々まで明確に伝え、リスクに関する情報
を企業の上層部にまで報告されるようにするために、そ
の表現は入念に検討することが必要です。上で引用した
ような企業全体を対象とする公式なステートメントは、
企業およびその事業や部門のリスクアペタイトステート
メント、手段や許容度のより具体的な階層の出発点と
なっています。

大部分の取締役会にとっての最初のステップ
は、単に、戦略、リスク、リスクキャパシティ、
リスクアペタイト、そしてリスク許容度に	
ついての深い討議を、経営陣との間で行う	
ことです。
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多くの企業はリスクの明確化を、外部のステークホル
ダーどころか、自らの要請に応える程度に厳密に行うこ
とにさえ悪戦苦闘しています。また、リスクアペタイト
と戦略を具体的に結びつけようとして失敗に終わってい
る企業も多いです。しかし、実際は複雑なことを行う必
要はありません。大部分の取締役会にとっての最初のス
テップは、単に、戦略、リスク、リスクキャパシティ、
リスクアペタイト、そしてリスク許容度についての深い
討議を、経営陣との間で行うことです。	

取締役会にとって、幅広い経験と思慮深さを備え、良い
質問をし、経営陣に議論を投げかけることを厭わないメ
ンバーは有益です。取締役会は、専門知識を有する社外
のリスクの専門家を活用することもできます。このよう
な専門家は、業界の知識を議論に活かしたり、リスクや
基礎となる前提についてあえて反対意見を唱えたりする

こともできます。これらの議論には、企業の存在意義と
ミッション、ビジネスモデル、過去と将来の業績、そし
て価値創造の機会についての全体論的な見方が含まれな
ければなりません。これは、取締役会が、リスクアペタ
イトを決定しようとする経営陣に対して、単にその決定
を追認するのではなく、真の意味で助言を行うことを可
能にします。

結びつきを強化する

以下は、戦略とリスクアペタイトとの結びつきを強めて、
戦略とリスクの監督を強化するために、取締役会が採用
しているプロセスです。

なぜ今なのか？
戦略とリスクアペタイトの相互作用を取締役会と経営陣が理解することはこれまでも常に重要でした。しかし、
ここ数年の間にその重要性はさらに高まっています。その理由は以下のとおりです：	

•� �戦略がますますダイナミックになっている。� �
絶えることのないディスラプションとイノベーションが新たな現実を形作る現代において－拡張された企業

（Extended	Enterprise）や規制の変化といった最新動向はいうまでもなく－戦略はより多様化し、柔軟化し、
かつ変化に晒されやすいものになりつつあります。

•� �リスクはより多様で予測不能になっている。� �
特定の戦略にまつわるリスクとは別に、新たなテクノロジー、競合企業、顧客動向、そしてビジネスモデル
に起因するリスクが増加しつつあります。企業やその属する業界にもよりますが、いずれのリスクも戦略実
行の成功が脅かされる恐れがあります。

•� �リスク情報が劇的に改善している。� �
つい最近まで、多くのリスク、特に財務リスク以外のリスクは測定、そしてモニタリングが困難でした。今
やデータ主導のテクノロジーにより、リスクに関するより広範で正確な理解を得ることができます。その結
果、リスクに関する不安を払しょくでき、リスクマネジメントを監督するための取締役会の能力が向上する
のです。

•� �ステークホルダーからの要求水準が高まっている。� �
投資家や規制当局、一般社会、そしてメディアは、最近の情勢を把握しています。そして、彼らは取締役会
に対し、経営陣の戦略をただ追認したり、「リスクは管理されています」という経営陣の言葉を鵜呑みにし
たりする以上の役割を果たすことを期待しています。金融サービスを管轄する一部の規制当局は「リスクア
ペタイトを堅持することは義務である」とさえ語っています。もっとも、それらすべての規制当局が、リス
クアペタイトの意味を明確に定義しているわけではありませんが。12

戦略とリスクアペタイトを結びつけることができれば、戦略とリスクマネジメントの両方に関する判断と監督
の透明性や合理性、そして質が向上します。リスクアペタイトステートメントによってリスクはより明確に、
かつ測定も可能となり、それゆえ管理も容易になります。
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リスクへの措置を明確化するよう経営陣に要請する	 	
リスクに対する意識の高い取締役会は、経営陣に対して
リスクキャパシティ、リスクアペタイト、リスク許容度
およびリスクプロファイルを定義するよう要請していま
す。そのためには、通常、これらの概念や価値基準を構
築するためのフレームワークが必要であり、フレーム
ワークに適合するリスクと適合しないリスクについて議
論する場を整えます。これらの取締役会は、経営陣に対
して、資本、現金、資産、市場シェア、収益、時価総額、
企業価値、そして信用格付けに及ぼし得る影響という観
点から、リスク概念の定量化を要請します。一部のリス
ク事象については、財務への長期的な影響を見積もるこ
とも重要です。

戦略へのリスク、そして戦略によるリスクについて、経
営陣に議論を投げかける	 	
取締役会は経営陣に対して戦略とリスクを並行して議論
することを求めなければなりません。取締役会は、戦略
的な決定がリスクキャパシティ、リスクアペタイトおよ
びリスクプロファイルに与える影響について質問すべき
です。2 ～ 3 種類のリスクが発生した際のシナリオや、
経営陣がどのような対応をするつもりなのか問わなけれ
ばなりません。戦略を基礎づける、明示的または黙示的
なリスク / リターンのトレードオフや選択の根拠の明確
化や、さまざまな戦略上の選択肢の範囲やそれらがもた
らすリスクを明確にしなければなりません。

リスクアペタイトを生きたものとする	 	
多くの企業では、内部監査部門が取締役会にとって重要
と思われる個別具体的な問題や失敗に関する報告を定期
的に行います。これらは、財務、調達、ロジスティクス、
衛生および安全、ITなどさまざまな分野で発生するため、
取締役は結局、全体像を明確に把握することができませ
ん。取締役会に報告する担当者は、事象の全体における
位置づけを説明するとともに、リスクに晒されている事
象、その重要性、そのリスクを取るべき必要性、是正す
る場合の必要費用、そして期待し得る成果について疑問
に答えられるようにしなければなりません。ひとつの有
用な方法は、これらの領域を管理する各チームに、それ
ぞれのリスク許容度に基づくリスク評価を実施させるこ
とであり、これによりリスクアペタイトが明らかになり
ます。これらの評価は、コンプライアンス、安全管理や
内部監査部門などの機能部門により有効に検証すること
ができ、具体的なプロセスとリスクアペタイトを結び付
け、企業全体のリスクの実像をより明確に把握すること
が可能となります。

報告メディアを一新する	 	
取締役会メンバーのほとんどは、ビジュアルな報告を可
能とする機器を所有しており、またはそれらの提供を受
けることができます。リスクビジュアル化ツールは、資

産ベースの特に着目すべきリスクについて、資産ごとや
地域ごとにリスクの高低を特定したり、特定のリスクを
クリックすることでその詳細を確認したりできます。リ
スクの影響度と発生確率を示す 2x2 マトリックスによる
バブルチャートは、エクスポージャーの全体像、リスク
に対して配置された価値、リスクにさらされている価値
への企業の依存度、そしてコントロールの有効性につい
て、ドリルダウンすることができる方法に取って代わら
れています。このような報告は、エクスポージャーやそ
の発生源、そしてリスク管理の有効性の動的な見方を可
能にします。これにより、リスク報告は動的プロセスと
なり、取締役は常に最新情報に精通することが可能とな
ります。

関係者を一堂に集める	 	
サイロ化したリスク報告や、過度に技術的な報告に満足
してはいけません。取締役会が、戦略とリスクアペタイ
トの相互作用や、経営陣の決定がリスクを生み出す可能
性について理解していることを確認してください。その
ような理解を得るためには、さまざまな業務ファンク
ションや部門から、取締役会全体またはリスクを監督す
る取締役会レベルの委員会へのプレゼンテーションが必
要となる場合があります（例：監査委員会、リスク委員
会など）。取締役会は、新製品や新規事業、IT 導入、海
外展開、M&A、第三者との提携などのさまざまな取り組
みがリスクアペタイトに与える影響について理解する必
要があります。また、取締役会は、新しい戦略を追求し
ないことによるリスクや影響についても理解しなければ
なりません。今日において、現状維持はリスクをもたら
します。

戦略立案とリスクマネジメントについてレビューを要請
する	 	
多くの内部監査部門はすでに、自社の戦略立案とリスク
マネジメントの両プロセスに対するレビューを実施して
います。13 これらは、戦略立案とリスクマネジメントに
ついての決定や成果のレビューではなく、これらの基礎
となるプロセスの完全性の評価です。戦略立案に対する
レビューは、使用したデータや情報源、相談した社内外
の関係者、使用した前提、そして採用されたモデルの完
全性などが対象となる可能性があります。リスクマネジ
メントに対するレビューには、リスクデータ、リスクの
識別、評価、そしてモニタリング手順、意思決定とエス
カレーションの方針、リスクに関する研修、そしてガバ
ナンスが含まれるかもしれません。レビューは、外部デー
タを考慮し、場合によっては、プロセスと結果として得
られる示唆をより充実させるため、外部専門家に支援を

今日において、現状維持はリスクを
もたらします。
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求めるべきです。また、内部監査の担当者は、戦略立案
とリスクマネジメントの両プロセスが互いにどう影響し
あい、どうすれば両プロセスをより緊密に結びつけるこ
とができるかについて、評価と助言を行う必要がありま
す。

まとめ

世界的な金融危機から立ち直り始めた頃に比べ、取締役
会による企業戦略やリスクの監督への関与の度合いは高
まっており、経営陣に議論を投げかける例も増えてきま
した。一方で多くの取締役会は、これからも戦略とリス
クの相互作用についてさらに理解を深めるとともに、そ
の理解を経営陣全体に浸透させる努力をする必要があり
ます。戦略とリスクアペタイトを結びつけての議論は、
取締役会がその両者を承認しなければないことから、理
解を深める非常に優れた方法のひとつです。取締役会は、
価値の管理とリスクの監督の最終責任者として、戦略と

リスクの関係を把握し、経営陣がその理解を得ることは
もちろん、実践に役立つよう支援しなければなりません。
もっとも、取締役会によって、社外取締役の関与の度合
いや、経営陣へ介入の程度は異なるでしょう。

戦略とリスクアペタイトに関して、取締役会が経営陣に
より積極的に働き掛ける舞台は整いました。今や取締役
は、各会議の前に豊富な情報を受け取り、現場マネー
ジャーは特定の分野について自らの見解を取締役にプレ
ゼンテーションし、多くの取締役会は現場視察を行って
います。取締役会が何らかの問題を認識した際、取締役
はさらに詳しく調べ、必要に応じて、経営陣がこの問題
に対処しているかを確かめ、CEO が問題への対処の役
割を担える適切な人物かを確認しようとします。監督活
動をこのような文脈でとらえることにより、各取締役は、
企業が設定したリスクパラメータの範囲内で戦略を最適
化する経営陣の取り組みに、積極的に関わることが可能
になります。



取締役会や企業が、戦略とリスクアペタイトの結びつきを、
どの程度実践できていると考えますか？ どのような頻度で戦
略とリスクアペタイトを並行して検討や議論をしています
か？ どの程度意識的に戦略とリスクアペタイトを結びつけた
議論を行うようにしていますか？

リスクキャパシティ、リスクアペタイト、リスク許容度およ
びリスクプロファイルを定量化するため、どのような努力を
行っていますか？ どの分野を改善すべきでしょうか？

定量化しにくいリスクの側面（サイバーリスク、環境リスク
および評価リスク）についてどのようなアプローチをとって
いますか？ これらのリスクをどのように測定し、モニタリン
グしていますか？ リスクキャパシティとリスクアペタイトの
計算に、これらのリスクをどうすれば組み込むことができる
でしょうか？

取締役会としてリスク監督に対するアプローチをどうすれば
強化できますか？ 戦略へのリスクに関する認識を企業全体で
高めるため、我々には何ができますか？ 業界内の他社や業界
アナリストがリスクと見なしている要素を、我々は検討して
いますか？ 

経営陣が適切な種類のリスクを十分に取っていると言い切れ
るでしょうか？ より多くのリターンを得るため、現在のリス
クアペタイトとリスクマネジメント能力の範囲内でより大き
なリスクを取ることができるでしょうか？

リスクの特定、評価、モニタリングおよび報告に関する能力
は十分備わっていますか？ データアナリティクス、人工知能、
リスクセンシング、およびデータ可視化ツールを、我々は最
大限活用していますか？ 取締役会として、受領するリスク情
報の量と質に満足していますか？

戦略、リスクへのアプローチ、戦略とリスクの整合性、そし
て基礎となる前提に対し、我々は十分に経営陣に議論を投げ
かけていますか？ 

我々は、経営陣の戦略がもたらすリスク面の影響を理解して
いますか？ 代替案を戦略およびリスクマネジメントの観点か
ら明確に理解していますか？ この点に関して我々が経営陣と
行う対話は、十分で率直ですか？ どうすれば、もっと充実し
た対話ができますか？

取締役が
提起すべき
質問
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大手金融サービス企業の現在の成熟度は、世界的な金融危機以前に比べてかなり向上しているため、大
きく変化したといえます。現代の金融サービス業の取締役会には、戦略やガバナンスといった従来の分
野に加え、デリバティブや市場リスク、コンプライアンス、そして金融商品会計といった分野の詳細な
技術的ノウハウを有する人物が在任していなければなりません。金融危機発生以前の取締役会は通常、
戦略やガバナンスの分野における経験が豊富な業界の重要人物で構成されていましたが、リスクガバナ
ンスに関する最近の銀行規制は、技術的にきわめて詳細になっています。私自身がリスク委員会や取締
役会に関与するようになったのは、これらの機関に技術的な専門知識が必要になったことも一因です。

はい。リスクテイクに関する事業や組織の構造が反映され、リスクアペタイトの全般的なレベルは、企
業のトップにより設定された後、下達されることになります。これによって、リスクポジションに関す
る定量的な上限や、場合によっては定性的な制約（例：事業ユニットレベルにおけるテーマ別の制約）
も設けられることになります。また、多くの法域でさまざまな規制を順守することを要求される多国籍
企業は、個々の事業ユニットのリスクアペタイトについても数多くの側面を検討することになります。

リスクの測定の多くは、統計的な性質を有しています。つまり、平均すれば正常な状態に落ち着くもの
の、急な資本や資金調達の必要性から外れ値が発生する可能性があり、長い目で見ればいつかは外れ値
が発生します。例えば、規制下にある法人の間で行われるリソースの移転は、同一国内で行われる場合
でも遅延を余儀なくされる可能性があります。これにクロスボーダーの側面が加われば、多くの制約条
件の下でシナリオに対応するための適切な資金調達において遅延が起きる可能性はさらに高まることに
なります。このような問題はリスクアペタイトステートメントの作成に先立つ議論で取り上げられるべ
きです。さもないと、グループレベルのリスクガバナンスに関する見解を反映するものの、ひとつの国、
またはひとつの法人レベルで発生する事象の種類や影響を適切に制御することができないステートメン
トが出来上がってしまいます。

金融サービス業において、リスクの監督に関する取締役会の役割は、過去数年間にどのように変化しましたか？

事業ユニットレベルで、リスクアペタイトステートメントが発行されるようになりましたか？

規制に関するこれらの問題は、リスクアペタイトにどのような影響を与えますか？

Andreas	Gottschling 博士は、Credit	Suisse	Group	AG 社の取締役であり、リスク委員会の委員を務めています。また、Credit	Suisse	
International 社の英国子会社の取締役でもあります。かつてはウィーンの Erste	Group	Bank で最高リスク管理責任者と経営委員会メ
ンバーを務めた他、それ以前にはロンドンとフランクフルトの Deutsche	Bank でリスク分析と経営リスクに関するグローバル責任者
を務めました。	

Andreas	Gottschling 博士とのQ&A
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リスクアペタイトステートメントは「我々は、リスクに対する全般的な測定方法を有しており、リスク
レベルを X 未満にしたい」といったものから進化しています。リスクの多様性と脅威への認識が深まっ
ていることから、特定の分野において、ある種類のリスクをどの程度取ることができるかを説明した、
詳細なステートメントがしばしば作られるようになっています。詳細さを高めれば一部の人々は満足す
るかもしれませんが、これらのステートメントの基礎となる前提や、用いられる測定方法について理解
すべきです。後者の落とし穴を説明するため、バリューアットリスク（VaR）を用いて市場リスクを限
定するアプローチを取り上げたいと思います。VaR は、リスクポジションに関する情報だけでなく、最
新、最近の市場動向に関する情報も使用します。したがって VaR に変動が生じた際には、ポジション
が変化したことが原因なのか、それとも市場環境が変化したことが原因なのかをまず確認する必要があ
ります。これらの要因は両方とも頻繁に変化するので、市場リスクプロファイルにおいて変化があった
場合に、それを受け入れられるかどうかを取締役会が判断することは困難となるかもしれません。VaR
は、リスクアペタイトステートメントでよく見られる派生的な尺度のひとつに過ぎないため、このよう
な議論は非常に込み入ったものになる可能性があります。したがって、リスクアペタイトの議論を現実
に即した形で行うことを高く評価する取締役は少なくありません。これらの議論では「我々はどのくら
いの金額を、どの程度の頻度で失っても構わないと考えるか？」といった問いを取り上げるべきです。
このような問いへの答えは、具体的に焦点を当てない限り、膨大なデータの陰に隠れてしまいがちです。	

近年、ある銀行の戦略が一般市民の厳しい目にさらされることになったケースで、「戦略とリソースの
間で整合が取れているのかについて、経営陣に対して取締役会によるチェックが十分でなかった」との
分析が行われることが少なくありません。例えば、金融危機発生後の自己資本比率規制に対応するため、
自らのビジネスモデルを素早く適応することができなかった企業は、苦境に立たされています。その原
因は、根本的には経営陣が予兆を見誤ったのかもしれませんし、ビジネスモデルを変化させることに消
極的だったからかもしれませんが、いずれにせよ、結局のところ取締役会による監督が不十分だったこ
とが最大の原因である場合が大半です。同じように、経営陣がある戦略を提案し、この戦略が銀行のリ
ソースを超えたものであるか否かについて取締役会が判断できない場合、不都合な現実を思い知らされ
るのは時間の問題となります。特に、経営陣が暗黙のうちに大きな賭けに出ようとしている場合、また
は他の市場参加者とは全く異なる認識を経営陣が持っている場合、戦略について遠慮のない質問が提起
されなければなりません。監督とは、経営陣の判断が適切であってほしいとただ願うことではありませ
ん。

リスクと戦略の結び付きが非常に強まっています。戦略に関するかつての議論は、例えば「... の分野で
グローバルリーダーになりたい」といったかなり理想主義的なものや、非常に大まかで、野心的な業績
に焦点を当てるだけのものもありました。経営陣はこれらの目標を達成しようと努力し、中期的に見て
野心的すぎると思われる場合には、不足を補うため、ビジネスミックスを変化させたり、リスクの高い
事業分野に重点を移したりするかもしれません。リスクプロファイルにおけるこれらの変更は、しばし
ば取締役会に気づかれることなく行われていました。現在の取締役会は、大まかすぎる指示を出し、後
は幸運を願うだけ、というわけにはいきません。むしろ取締役会は、リスクが許容範囲内にあることを
確認するため、リソースとリスクの影響を調査し、ダウンサイドリスクが発生すればリアルタイムでそ
の悪影響を検討し、関連するリスクプロファイルを戦略の観点からモニタリングしなければなりません。
規制当局は、抑制と均衡が機能しているか、そして正しい検証が行われているかを確認するため、経営
陣や取締役会とともに非常に多くの時間を費やします。

リスクアペタイトステートメントはどのように変化していますか？

戦略の監督における取締役会の役割について説明してください。

戦略を監督するという取締役会の役割は、過去数年間に（変化したとすれば）どのように変化しましたか？
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多くの銀行では、かつて数百ページにも及び、数千もの事実が記載されているものの、情報といえるも
のは全く含まれていないようなリスク報告書を作成していました。取締役は、自らが理解できる形式で
情報提供を受ける権利を持っています。取締役会に提出されるリスク報告書の中には、経営陣の作文や
訳の分からない図表を羅列するだけのものもありました。現在では、このような報告書は許容範囲では
ありません。取締役会レベルでの重要性の高い質問に合わせて、情報の粒度と集約のレベルは決められ
る必要があります。人は、適切なタイミングで、自らが注力すべき質問にちょうど答えられる程度に詳
細な情報を必要とします。膨大な事実のデータを羅列するのではなく有意義な情報を盛り込むことを目
指した結果、多くのリスク報告書のページ数は、かつての数百ページから 50 ページ以下へと減少し、
ビジュアル的な要素を多用するようになりました。もし情報が詳細すぎると思われるなら、望ましい水
準まで情報を集約するよう経営陣に要求すべきでしょう。逆に、集約され過ぎていると感じるなら、情
報の細分化を経営陣に求めるべきです。取締役は、自らが行う監督に合った情報を必要とするのです。

私がこれまで見た限りでは、私の周囲では十分に行われているように感じます。しかし、議長が優秀で
あることが重要です。議長は、議論の活発度の程度の基準を定め、議論が脱線することを防ぐ必要があ
り、かつ別の議論の機会がいつ、どの程度必要かを理解しなければなりません。また、取締役を長く務
めるメンバーは、どのような取り組みを試したか、失敗に終わったのであればその失敗の理由といった
企業としての記憶により、存在すらしない理想的な解決策を延々と追い求めることを食い止めることに
大きく貢献します。また、取締役が役割を果たすにあたり、指針とすべき金言を常に心に留めることが
役に立ちます。その金言とは「信用せよ。しかし確認せよ」と「信頼は議論を投げかけることを通じて
築かれる」です。

そのようなリスクも数多く存在します。例えばガバナンスやコンプライアンスの不祥事のリスク、技術
的な障害、そして業務遂行に関する問題―これらのリスクは重大な結果を引き起こす恐れがあります。
シナリオやヒートマップ、ベンチマーキング、そして過去に基づく推測を用いることはかなり一般的に
行われていますが、それでも不確実性がまだ多く残されています。不確実な事象を事前に正確に評価す
ることは不可能かもしれませんが、それでも、プロセスと統制を改善すれば、評価手法を少しずつ改善
することは可能です。しかし、自動化が高度に進んだ世界でも、人の行動といった一部のリスクは残り
ます。なぜなら、これらはインセンティブミックスの歪みに直面した場合に、人間がどのような行動を
取るかという問題に根差しているからです。もうひとつ評価しづらいリスクとしてはサイバーリスクが
挙げられますが、「自動化が絶え間なく進められていくことでシステムの脆弱性へのエクスポージャー
が増えるため、サイバーリスクが高まる」と推定することは難しくありません。したがって、定性的な
リスクの評価というテーマは、今後も多くの時間が割かれるものになると予想されます。

自社の評価についてはさまざまな側面を検討する必要があります。かつては、問題のある取引先が評価
リスクを引き起こしました。金融危機の時期には、一部の商品（サブプライムローンや仕組債）が評価
リスクを高めました。そして評価リスクは想定外の新しい領域からで発生します。ビジネス上の意思決
定が企業のサスティナビリティの様々な側面に影響を及ぼし、その一つの側面として評価リスクが生じ
ます。企業は、ある特定のビジネスや産業、または国家から距離を置くことも選択できますが、自社の
評価の観点から見た最善の予防策は、評価リスクの発生源に近づくことを完全に避けることです。残念
なことにこの方法は、リスク分散の観点からは問題がありますし、または公共の利益が関係する場合は
そもそも実現不可能かもしれません。ビジネス上の意思決定は、常に白黒がはっきりと分かれるわけで
はないため、自社の評価に影響を与える可能性を完全に排除することはできません。したがって経営陣
と取締役会は、このテーマに長い時間を費やすことになるでしょう。重要なのは、問題を引き起こしそ
うな事柄を評価しようと努めること、その上で対応を取るべきか否かを決断すること、対応を取ると決
めた場合には、リスクを軽減する上で最も賢明な方法は何かを判断することです。

取締役会が目にするリスク報告書はどのようなものですか？

取締役会は、経営陣に十分に議論を投げかけていると思いますか？

これまで定量的なリスクについて話してきましたが、定性的なリスクを取締役会はどのように評価するのですか？

最後に、自社の評価との関連で戦略とリスクアペタイトをどう考えますか？
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取締役会はどのように自社の評価を
維持、向上させるか
取締役を務めるのにはエキサイティングな時代になって
きています。企業を取り巻くリスクはいまだかつてない
ほど大きくなっていますが、企業と社会全体の双方に前
向きな影響をもたらす機会も、いまだかつてないほど大
きくなっています。

本号では、自社の評価と、これを維持・向上させる取締
役会の役割について検討しました。

企業にとって評価は最も重要な資産の一つであり、評価
に対するリスクは確実に大きくなっています。現代は、
人、組織、経済、政治、リスクなどのすべてが、境界線
を越えて密接につながった世界であり、情報は肯定的な
ものであれ否定的なものであれ、瞬く間に流布します。
取締役会も経営陣も、自社の評価を毀損する脅威に対し
先回りして対応するために、全力を尽くさなければなり
ません。

現在、取締役会は自社の評価を維持する方法だけでなく、
向上させる方法も検討しています。自社の評価を高める
こと自体が防御策にもなりうることを取締役会は理解し
ています。企業とブランドを信頼するステークホルダー
が多ければ多いほど、自社の評価はより回復力の高いも
のとなります。回復力が高いと評価を受けている企業は、
たとえ自社の評価に影響を与える事象が起きても、それ
に耐える力があり、何らかの事象が起きた場合でも、よ
り実効的に世間からの評価をコントロールすることがで
きます。

企業内に、自社の評価を感知し、診断するツールがある
ことは重要ですが、一方で取締役会のリーダーシップも
重要です。そしてその取締役会のリーダーシップはすで
に芽生えています。例えば現在では、取締役会は、経営
陣が戦略的な目標を達成するために適切な分野で適切な
リスクをとっているかどうか質問しています。また、企
業文化が戦略目標の達成を後押ししているか、CEO が
望ましい企業文化を促進しているかどうかも質問してい
ます。また、企業がイノベーションを引き起こす存在と
して評価されているか、それともイノベーションに乗り
遅れていると評価されているのか、創造的な破壊を引き
起こす者としての評価か、創造的な破壊を引き起こされ
る者と評価されているか質問しています。

こうした質問に対する回答は、自社の評価の向上に影響
するだけでなく、人材やビジネスパートナー、投資家を
惹きつけ、維持するに当たって差別化要因となります。

多くのリーダーシップ・チーム（取締役会や経営陣）は、
シナリオの設定や、シミュレーションを通じた自社の評
価を積極的に検討すべきです。リスクと機会が増大する
につれ、迅速に方向転換ができるように、戦略的柔軟性

を向上させることが必要です。リスクを、自社の評価や
それに影響を与える事件等に対応する能力を関連付け、
注意深くモニタリングする必要があります。また、戦略
目標の達成を推進するのに適切な取り組みに適切なレベ
ルで投資することができるよう、詳細なデジタル戦略を
策定する必要があります。

先進的な取締役会は、これらの求めに応じた監督に取り
組んでいます。監督のプロセスは、戦略、リスク、リー
ダーシップ、企業文化、イノベーション、自社の評価な
ど、成功のための重要なあらゆる要素をまず取締役会が
認識することから始まります。次に、経営陣との有意義
な対話、その後、経営計画や経営計画を実現する取り組
みへと進みます。

監督事項を継続的に見直すほかに、取締役会はこうした
活動をサポートするためにテクノロジーを活用しなけれ
ばなりません。データ解析やデータの可視化、人工知能
などに加え、取締役会や経営陣に、戦略的オプションや
戦略の実行の結果、リスク、企業文化や従業員の振る舞
いについて、認識を高めることのできるテクノロジーを
活用する必要があります。

取締役会が新しい手法と技術の進歩に遅れをとることな
く、積極的に監督責任を担っていく限り、未来への道は
明るいものになるでしょう。

Chuck Saia
CEO
Deloitte Risk and 
Financial Advisory
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-crs-too-complex-to-manage-global-bank-governance-in-a-structurally-reformed-world.pdf
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https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/strategy/corporate-development-strategy-survey.html
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/center-for-board-effectiveness/us-cbe-on-the-boards-agenda-sep-2016.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/center-for-board-effectiveness/us-cbe-on-the-boards-agenda-sep-2016.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/risk/us-aers-risk-appetite.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/risk/us-aers-risk-appetite.pdf
https://www.canada175.ca/en/reports/outcomes-over-optics
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/on-the-boards-agenda-may.PDF
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/articles/leadership-premium.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/articles/leadership-premium.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/Women%20in%20the%20boardroom%20a%20global%20perspective%20fifth%20edition.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Gobierno-Corporativo/sucesion-y-consejo-administracion-otono10.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Gobierno-Corporativo/sucesion-y-consejo-administracion-otono10.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Gobierno-Corporativo/plan-de-sucesion.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/audit/deloitte-uk-board-impact-thinking-about-boards-differently.pdf
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 • Too complex to manage?: Global bank 
governance in a structurally reformed world 
(Deloitte UK)

 • Governance in focus: On the board agenda – the 
2018 reporting season (Deloitte UK)

 • Can CEOs be un-disruptable? Why today’s best 
leaders are flexible, not steadfast (Deloitte US)

 • Missing pieces report: 2016 board diversity 
census of women and minorities on Fortune 
500 boards (Deloitte US)

 • Rewriting the rules for the digital age: 2017 
Deloitte Global Human Capital Trends (Deloitte 
US)

 • The culture or the leader?: An organizational 
view of the chicken or the egg question (Deloitte 
US)

デジタルイノベーションを監督する：�
取締役会はどうすれば後れを取らないか

 • Data driven marketing: How efficient and 
personalized customer dialog will work in future? 
(Deloitte Germany)

 • Boosting digital banking performance & 
revolutionizing customer journeys through 
FinTechs (Deloitte Luxembourg)

 • Deloitte Digital Series: Artificial Intelligence 
(Deloitte Luxembourg)

 • Disruption: A new way to generate alpha 
(Deloitte Luxembourg)

 • Impact of digital transformation on Banking 
Operating Models (Deloitte Luxembourg)

 • Mobile innovation: From predictions to reality 
(Deloitte Luxembourg)

 • Smart buildings: How IoT technology aims to 
add value for commercial real estate companies 
(Deloitte Luxembourg)

 • swissVR Monitor: February 2017 (Deloitte 
Switzerland)

 • Too complex to manage? Global bank 
governance in a structurally reformed world 
(Deloitte UK)

 • Approaching disruption: Charting a course for 
new growth and performance at the edge and 
beyond (Deloitte US)

 • Automation is here to stay…but what about your 
workforce?: Preparing your organization for the 
new worker ecosystem (Deloitte US)

 • On the board’s agenda | US: Board oversight of 
algorithmic risk (Deloitte US)

 • On the board’s agenda | US: Managing brand 
risk in an age of social media (Deloitte US)

 • On the board’s agenda | US: The role of the 
board in an age of exponential change (Deloitte 
US)

 • On the board’s agenda | US: Winning with 
digital: What boards need to know about digital 
transformation (Deloitte US)

 • Patterns of Disruption: Anticipating disruptive 
strategies in a world of unicorns, black swans, 
and exponentials (Deloitte US)
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/technology/lu_artificial-intelligence-digital-series.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-services/performancemagazine/articles/lu-disruption-new-way-generate-alpha-092017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-services/Banking/lu-impact-digital-transformation-banking-operating-models.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-services/Banking/lu-impact-digital-transformation-banking-operating-models.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/technology/mobile-innovation-deloitte-digital-series.pdf
https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/real-estate/articles/smart-buildings-iot-technology-add-value-commercial.html
https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/real-estate/articles/smart-buildings-iot-technology-add-value-commercial.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/audit/ch-en-audit-swissvr-monitor-board-survey.PDF
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-crs-too-complex-to-manage-global-bank-governance-in-a-structurally-reformed-world.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-crs-too-complex-to-manage-global-bank-governance-in-a-structurally-reformed-world.pdf
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/disruptive-strategy-patterns-case-studies/approaching-disruption-for-growth-performance.html
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/center-for-board-effectiveness/us-cbe-nov-board-oversight-algorithmic-risk.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/center-for-board-effectiveness/us-cbe-nov-board-oversight-algorithmic-risk.pdf
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GRCサービスとは

GRC は持続的成長を支える経営テーマである Governance,	Risk	and	Compliance を包括的に捉えた概念です。デロ
イト	トーマツ	グループでは、持続的な成長を果たすためのグローバルでの「組織化」に向けて、企業グループが
抱える問題を根本的に解決するための道筋を提案します。

デロイト	トーマツ	グループは、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、法務等の総合力と全世界 150 を超える国のメンバーファームのネットワークを通じ、日本
国内のみならず海外においても、一貫した高品質なサービスを提供しています。

机上のあるべき論ではなく、現場の業務に導入されるまでのサポートを前提とした実効性のある施策の検討を実施
します。

様々な専門性を要するテーマへの対応をワンファームで実施することで、円滑かつ効率的な連携によりサービスを
提供します。

グローバルネットワークを活かし、各国に精通した現地メンバーの参画により、デスクリサーチで得られる情報に
留まらない、現地の活きた情報をベースに支援します。

日本と現地メンバーの混合体制で総合的支援をワンファームで実施することで、日本本社からのコントロールと、
現地での効率的運営の双方の観点でのサポートを提供します。

　※	デロイト	トーマツ	グループ	 	
日本で最大級の総合プロフェッショナルファーム。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
などを含みます。	

謝辞

デロイトグローバルコーポレートガバナンスセンターは、
本稿の執筆、編集、校閲をご支援いただいた以下の方々をはじめとする皆様に感謝の意を表します。

主席顧問
Michael Rossen (Deloitte Global)

広報部長
Kevin Tracey (Deloitte Global)

各地のデロイト�コーポレートガバナンス�センターの技術校閲者
Johan Erasmus (South Africa), Tracy Gordon (United Kingdom), Dan Konigsburg (Global), and Nancy 
Wareham (United States)

そのほか、以下の方々にも特別な謝意を表します。
Tom Gorman (Content Publishing Services), Benjamin Barnes (United States), Riya Ghosal (United 
States), Rachel Orrison



45

� Directors’�Alert�2018：成功に結びつけよ 

お問い合わせ先
有限責任監査法人トーマツ
GRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス）事務局

E-mail：grcjapan@tohmatsu.co.jp
URL：http://www.deloitte.com/jp/corpgov

連絡先
北爪��雅彦
パートナー
Tel：090-1772-6785
E-mail：masahiko.kitazume@tohmatsu.co.jp

松下��欣親
パートナー
Tel：090-9100-2687
E-mail：yoshichika.matsushita@tohmatsu.co.jp

神野��敬司
マネジャー
Tel：090-6547-8763
E-mail：keiji.kono@tohmatsu.co.jp

杉山��雅彦
パートナー
Tel：090-9809-6885
E-mail：masahiko.sugiyama@tohmatsu.co.jp

山内��達夫
シニアマネジャー
Tel：090-9974-2041
E-mail：tatsuo.yamauchi@tohmatsu.co.jp

中山��美穂子
マネジャー
Tel：080-4601-0537
E-mail：mihoko.nakayama@tohmatsu.co.jp

有限責任監査法人トーマツ�GRC 事務局



デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証
有限責任会社）のメンバーファームであるデロイト トーマツ合同会社およびそのグループ法人（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
に約 11,000 名の専門家を擁し、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、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。Deloitte のメンバーファームによる
グローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

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サービス、リ
スクアドバイザリー、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 Fortune Global 500® の 8 割の 企 業に提 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 245,000 名の専 門 家については、Facebook、
LinkedIn、Twitter もご覧ください。

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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