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リスクアドバイザリー 

ポータルサイト・最新ニュースレターのご紹介 

-November 2022 - 

 

 

平素よりお世話になっております。 

弊社アジアパシフィック地域の最新動向等を取り纏めたポータルサイト及び最新コンテンツを

ご案内したくメールいたしました。ポータルサイトには、ニュースレターや各国のリスク情報、弊

社サービス紹介などを掲載していますので、ぜひアクセスしていただきたく存じます。 

 

ポータルサイト →リンク 

 

1. サーベイのご協力依頼「アジア進出日系企業におけるリスクマネジメントおよび不

正の実態調査（回答期限：11 月 18 日） 

デロイトでは、毎年アジアパシフィック地域における、最新のリスクマネジメント・不正動向等

を調査しております。その結果につきましては、ご回答頂いた企業の皆様に調査レポートとし

てお届けしております。ウィズ/アフターコロナでのリスク認識に関する最新状況を手に入れる

絶好の機会となりますので、これまで調査にご協力頂いたことのある方は勿論、最新のトレ

ンドを把握されたい方は、ぜひご協力を頂ければ幸いです。 

 

本調査は、調査票に全て選択式でご回答頂く形式であり、所要時間はおよそ 5‐10 分

ほどです。調査結果は全て弊社で集計、分析を行い、企業名は特定出来ない形式にて

調査レポートを送付させて頂きます。業種・業態を跨いだ、各社様の取り組みを把握できる

貴重な機会となっておりますので、奮ってご参加頂ければ幸いです。 

 

調査票 →リンク 

https://forms.office.com/r/yHbT2FmXqz 

 

■回答期限： 2022 年 11 月 18 日（金） 

 ※結果のご案内は、2023 年 2 月を予定しております。 

 ※調査結果は、個社を特定できる仕様には致しません 

 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/ra/risk-advisory-in-asia-pacific.html
https://forms.office.com/r/yHbT2FmXqz
https://forms.office.com/r/yHbT2FmXqz


2. 新着ニュースレター 

インドネシア個人情報保護法の特徴とプライバシーガバナンス構築に向けた取り組みの必要

性【リンク】 

 

3. <今月のおすすめコンテンツ> 

先月号はサステナビリティ特集をお送りしましたが、弊社ポータルサイトへのアクセス状況から

多くの皆様にご参照いただけているようです。サステナビリティはますます重要なトピックになっ

ていきますので、まだご覧になられていない方は以下のリンクからご参照ください。 

また、過去に配信された個人情報保護法関連のリンクも再掲いたしますので、当月のイン

ドネシア個人情報保護法の記事と合わせてご確認ください。 

 

おすすめコンテンツ おすすめのポイント 

サステナビリティ特集 特集：アジアパシフィック地域でのサステナビリティ最新

動向 

■中国における脱炭素および ESG 開示の動向と対応 

■タイ製造業におけるサプライチェーン脱炭素化 

■タイにおける ESG 動向とサステナビリティ経営 

■東南アジアにおける ESG 動向 (1)ESG 推進する上で

の構造的な難しさと日本企業の課題 

■ESG 時代のグループガバナンスの在り方 

■フィリピンにおけるプラスチック包装に関する企業の責任

拡大 

■台湾の半導体業界のサプライチェーンで求められる環

境対策 

PDPA 関係 ■中国の個人情報保護法の概要および実務対応につ

いて 

■中国の個人情報保護法（草案）の重要ポイント 

 

 

4. 開催セミナー情報 

ESG 経営をガバナンスの側面から連続 Webinar 開催していますので以下リンク先よりご登

録の上でご視聴ください。 

Webinar シリーズ: 東南アジアにおける ESG 経営 - デロイト トーマツ グループ 

(smartseminar.jp) 

 

 

ポータルサイトのコンテンツや上記内容に限らず、何かお役に立てる事項がありましたら、いつ

でもお気軽にお声がけくださいませ。 

今後ともどうぞ宜しくお願いします。 

 

アジアパシフィック最新動向・セミナー情報などのポータルサイト 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/ra/risk-advisory-in-asia-

pacific.html 
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連絡先 

上記またはその他の詳細については、以下に記載されている連絡先またはシンガポールの

Japanese Services Group のメンバーまでお問い合わせください。 

 

森本 正一 (Shoichi Morimoto) 

（Executive Director） 

Deloitte Singapore 

+65 6800 2399 

shoimorimoto@deloitte.com 

 

大橋 正朋(Masatomo Ohashi) 

（Executive Director） 

Deloitte Singapore 

+65 6800 2317 

maohashi@deloitte.com 
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Deloitte Singapore が提供する主なサービス内容や、過去のニュースレター・セミナーの情報については、こちらをご参照ください。 

please click the link to see Deloitte Singapore JSG website! 
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