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リスクアドバイザリー 

無料セミナーのご案内 (9 月・10 月) 日本語・英語 

 

 

平素よりお世話になっております。今回は、弊社が開催しますセミナーをご案内させていただきます。 

 

<日本語セミナー> 

#1. 「東南アジアでのデジタル・ガバナンス高度化のポイント」 

 ～デジタルを効果的に活用するためにガバナンス上の留意点と取り組み事例～ 

2022 年 9 月 15 日(木) 1500 – 1600 (JP) | 1400 – 1500 (SG) 

近年サイバーセキュリティが注目を浴びていますが、事業価値を高めるための DX を持続的、効果的に

推進するためには、戦略立案、組織や人材育成、ルール整備等を含むガバナンスの整備が不可欠で

す。在東南アジア日系企業では、デジタル・IT に関するリソース不足や経験の蓄積が足りていないこ

と、ヒトに依存した IT 管理になっている等の理由で大胆な DX 施策に踏み切れないケースも散見され

ています。さらに近年は、単に業務プロセスにおける IT の活用の在り方だけではなく、全社で統合的に

管理すべきデータのガバナンスに係る課題も大きな論点になっています。そこで現在、東南アジアの日

系企業が抱えるデジタル・IT のガバナンス上の論点を改めて整理した上で、必要となる打ち手につい

て考察します。 

 

開催形式：Webinar 形式（Zoom） 

言語：日本語 

参加費用：無料 

申込方法：以下のリンクからご登録をお願いいたします。 

申し込みリンク 

 
 

#2. Deloitte Indonesia 事務所主催 「インドネシア会計・税務基礎」  

2022 年 10 月 12 日(水) 1400 – 1600 (SG) | 1300 – 1500 (JKT) 

インドネシアに駐在される方やインドネシアの事業管理に関与される方向けに、会計・税務・リスクマネ

ジメントでよくある課題や最新の投資動向を解説します。 

□インドネシアの会計・税務制度および日系企業がよく直面する課題 

□不正の発生事例とリスク低減に向けて必要となる対応策 

□インドネシアの M&A やインフラ投資の動向、投資実行時の留意事項 

 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_803_GNSiTyCHgIb7sHSNQA


開催形式：オンサイト(弊社インドネシアオフィス)およびウェビナーのハイブリッド形式 

言語：日本語 

参加費用：無料 

申込方法：以下のリンクからご登録をお願いいたします。 

申し込みリンク 

 

#3. 「ERP システム導入時に経理部門として取り組むべき事項」 

 ～DX の実現に向けた対応のポイントとリスク～ 

2022 年 10 月 18 日(火)  1500 – 1600 (JP) | 1400 – 1500 (SG) 

SAP 等の ERP システムの刷新において、グローバル標準化や IT コスト削減、経理部のあるべき姿実

現に向けて経理部門が担う役割は重要性を増しています。一方、東南アジア地域の経理部門で

は、日々の経理・決算業務に追われており、システム導入において受け身にならざるを得ない状況と

いう企業も少なくありません。本セミナーでは、ERP システム導入時の経理部門のリスクと対応及び東

南アジアにおける DX 実現に向けた留意点についてご案内いたします。 

 

開催形式：Webinar 形式（Zoom） 

言語：日本語 

参加費用：無料 

申込方法：以下のリンクからご登録をお願いいたします。 

申し込みリンク 

 

<英語セミナー> ※貴社 English Speaker の方にご案内ください 

#4. Internal Control and Introduction to Risk Analytics (English)  

Thursday, September 22nd 2022 11.00 – 12.00  SG time  

This webinar will review the basic of internal control and introduce to business 

organizations on how the data in their systems can be used to enhance management 

visibility, identify performance and efficiency improvement opportunities, and enhance 

internal control. 

 

Agenda 

#1. Internal Control Basic & Challenges and considerations for effective internal controls 

#2. Introduction to Risk Analytics 

 

Webinar（Zoom） 

English 

Free 

Registration Link:  Webinar Registration - Zoom 

 
-- 

お申込み登録後に参加案内メールを送信しております。登録後に当メールを受信いただけない場合

や、申し込みフォームに関してご不明点などございましたら、蓑和 hidminowa@deloitte.com 宛にメ

ールでご連絡ください。 

o 日本や他海外拠点の方も参加いただくことも可能ですので、ぜひご転送ください。 

o 同業他社、および個人の方のご参加は、ご遠慮いただいております。 

o ご都合が合わない場合や Zoom 利用が禁止されている場合には、個別説明のオンラインミーティン

グや資料提供をさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。 

 

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。 

 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_zOeqXysHSpCFR2fb-wB-tw
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_cgzbBrw_RjKpb4c02UCpNA
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_xt-hZWayRBesdcZdjkG2Og
mailto:hidminowa@deloitte.com


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 

 

 
 

 

 

    
 

 

Deloitte Singapore | Add Deloitte as safe sender 
  
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their 
related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member 
firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect 
of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not 
those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more. 
 
Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific 
Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more 
than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, 
Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo. 
 
About Deloitte Singapore  
In Singapore, services are provided by Deloitte & Touche LLP and its subsidiaries and affiliates. 
 
Deloitte & Touche LLP (Unique entity number: T08LL0721A) is an accounting limited liability partnership registered in 
Singapore under the Limited Liability Partnerships Act (Chapter 163A). 
 
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global 
network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this 
communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect 
your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. 
 
No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the 
information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable 
or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this 
communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities. 
 
© 2022 Deloitte & Touche LLP 

 

 

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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