
 

 

 

Deloitte SEA |  Japan Services Group  |  23 February 2021 

 

 

 

ウェビナーのご案内 

Digital Finance Operations Webinar  
−東南アジアにおける決算業務への DX 活用に向けて− 

 
日時：2021 年 3 月 25 日（木） 

シンガポール／マレーシア／フィリピン 11 時～12 時 

タイ／インドネシア／ベトナム 10 時～11 時 

日本 12 時～13 時 

 

主催：Deloitte & Touche LLP 日系企業サービスグループ 

 

在東南アジア 日系企業の皆様 

平素は格別のお引き立てを受け賜り、厚くお礼申し上げます。 

一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健康を心よりお祈り

申し上げます。 

 

さて、私どもデロイト日系企業サービスグループは、下記のとおり東南アジア

の日系企業の皆様を対象に「Digital Finance Operations webinar – 東南アジア

における決算業務への DX 活用に向けて -」を開催いたします。（日本語、参加

費無料） 

 

新型コロナウィルスの世界的な流行に伴って、従前よりも加速して Digital 

Transformation に取り組む企業が増加するなか、対応が後回しになりがちな領

域として経理部門が挙げられます。ガバナンス強化や生産性の向上の観点か



ら、在東南アジアの拠点の経理部門において Digital を活用した変革を進める必

要性に異論はないと考えられるものの、Digital 活用のイメージが湧かずどのよ

うに進めたら良いか分からない、親会社からの指示を待っている、といった声

もよくお聞きします。 

 

その一方で、東南アジアの拠点独自で、地域の事情も踏まえて、Digital を活用

した決算業務の変革を進められている事例も散見されるようになりました。 

 

本 Webinar では、東南アジアの事情も踏まえた、経理・決算業務への DX 活用

ついて、先進的な事例を交えながら解説いたします。Digital を用いた決算業務

の高度化に関心をお持ちの会社様の経理部門及び IT 部門の方等にぜひご参加い

ただけますと幸いです。 

 

この機会を通じて皆様に有用な情報を提供させていただければと考えておりま

すので、是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

日時 概要 

SG/MY/PH:  

3/25（木）11:00-12:00 

VN/ID/TH:  

3/25（木）10:00-11:00 

JP:  

3/25（木）12:00-13:00 

COVID-19 の影響が当初の想定を超

え⾧期化し、在宅勤務や移動制限等

によって、働き方や組織を変化せざ

るを得ない状況下、経理・決算業務

においてもコンプライアンス強化や

業務の有効性・効率性の向上の観点

から DX が必須となってきていま

す。本セミナーでは、経理・決算業

務の DX について、東南アジアにお

ける事情も踏まえて、先進的な事例

を交えながら解説します。 

※SG：シンガポール、MY：マレーシア、PH：フィリピン、VN：ベトナム、 

ID：インドネシア、TH:タイ、JP：日本 

 

お申し込み方法：  

 以下のＵＲＬよりご登録をお願いいたします。 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_5wrN8YInT46JXzVavpM

z9Q 

なお、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日系企業サ

ービスグループ（亀井：chikamei@deloitte.com）宛にメールでご連絡く

ださい。 

 本セミナーは ZOOM を使用して行います。参加お申込の皆様には後日登

録確認メールと共にログインリンクを送り致します。（申し訳ございませ

んが、今回は Skype 及びその他の方法での開催は予定しておりません） 

 ZOOM を初めてご利用になる方は、インストールが必要になりますの

で、セミナー開始の 5 分前程度にアクセスいただければ幸いです。 

 同業他社、および個人の方のご参加はお断りさせていただく場合がござい

ます。 

 開催に際してはパスワードを設定しており、ご入力いただく内容などの個

人情報は他の参加者には共有されませんので、ご安心ください。  

 



 

 

主なスピーカー紹介： 

 Deloitte & Touche LLP 日系企業サービスグループ パートナー 樋野 智

也 

 有限責任監査法人トーマツ パートナー 土畠 真嗣 

 有限責任監査法人トーマツ マネージャー 関 丈範 

言語：日本語 

参加費用：無料 

 

皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

 

以上 
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