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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 2021 - 

 

 

平素より大変お世話になっております。  

今回は、アジアパシフィック地域の最新動向等を取り纏めた弊社リスクアドバイザリー

のポータルサイト及びその最新コンテンツをご案内させていただきます。 

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

載されておりますので、ぜひご確認ください。 

特に、11 月は昨今関心が高まりつつある工場セキュリティに関するサービスのご紹介

や各種テーマでの Webinar なども予定しておりますので是非ご視聴下さい。 

ポータルサイト → リンク 

 

1. サービス 

アジアにおける工場セキュリティ リンク 

人・モノ・組織・社会インフラなどがあらゆる境界を越えてつながりあう時

代では、サイバーセキュリティの確保は企業の重要な経営課題のひとつである

と同時に、あらゆる経営変革に欠かせない要素となっています。デロイト ト

ーマツ グループは、企業の持続的成長や競争力の向上の実現に向けた「サイ

バーセキュリティの確保」を強力に支援します。 

 

2. セミナー情報 

 

1. ニューノーマル時代の「東南アジア地域での経営管理の論点」 ～第 6 回

「合弁会社ガバナンスの再考」～ 

主催：有限責任監査法人 トーマツ 

視聴可能期間：2021 年 10 月 27 日(水)～11 月 10 日（水）日本時間 

合弁会社の拠点運営における課題、本社・地域統括会社からのガバナン

ス・コントロールにおいて直面する課題について解説した上で、合弁会

社に対するガバナンス確保に向けて、 

取り組むべき事項・取り組みにおけるポイントについてご紹介します。 

申し込みサイト： リンク  

  

2. インドネシアにおける会計・税務・リスクマネジメント基礎 「従業員不

正 - よくある事例と対応のポイント -」 

主催：Deloitte インドネシア事務所 

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/ra/risk-advisory-in-asia-pacific.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/asia-pacific/cyber-security.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/events/list/2021/sea-business-management-of-new-normal.html


日時：2021 年 11 月 09 日（火）13:00～13:30(ジャカルタ時間) /15:00

～15:30 (日本時間)  

インドネシアにおけるよくある不正事例とその対応のポイントを解説し

ます。 

申し込みサイト：リンク  

 

3. ESG を契機とするタイビジネスの再考 

主催：Deloitte タイ事務所 

日時：2021 年 11 月 24 日 (水) 14:00～16:05 (タイ時間)/16:00～

18:05(日本時間)   

COVID-19 による業務遂行環境の変化によって、あらゆる機能・組織・

業務設計に大きな転換（デジタル化）が求められております。 

本ウェビナーでは、「ESG を契機とするタイビジネスの再考」を共通

テーマとして、各ファンクション専門家より最新動向・取り組むべき事

項・取り組みにおけるポイントについてご紹介します。 

申し込みサイト：リンク 

 

過去のセミナー情報はこちら→リンク 

 

3. <先月のアクセスランキング> 

1 位：中国におけるデータ安全法の施行 リンク 

2 位：デジタル技術を活用したアジア諸国子会社管理の高度化に向けた取

り組み事例 リンク 

3 位：【法改正から 1 年】 マレーシアの腐敗行為防止法（MACC 法）への

対応 リンク 

  

その他、ポータルサイトのコンテンツに限らず、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申し付けいただけますと幸いです。 

 

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。 
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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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