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Post /with Covid-19における財務報告体制上の課題

#2 人財育成への継続的な投資の重要性

▪ サステナブル経営での人材育成への継続
的な投資の重要性が増加

▪ タイ人の経営管理・財務経理担当者のオ
ペレーション能力向上のため、標準化・
体系的な経営管理・財務経理研修を受講
したい。

▪ 自社のビジネス特性に応じた、カスタマ
イズした効果的な研修内容を受講したい。

#1 ビジネス・規制変化へのコンプライアンス対応

▪ ビジネスにおける新規取引や商流・物流の変更の取扱いについて、各
種ルールへの影響を専門家に確認したい

▪ 社内で、会計基準、税務ルール、法務・労務、内部統制等の財務報告
関連のルールについて、アップデートできているのか不安である

▪ タイのみならず、東南アジア等の広範囲で、変化の多い財務報告関連
の事項について相談をしたい

#3 プロフェッショナル人材の短期
的な不足

▪ コロナ禍で、駐在員の一時異動により、経
理・財務報告の管理担当者のリソースが、短
期的に不足している

▪ プロジェクトマネジメントをする人材が社内
にいない。

▪ 新会計基準導入に向けての専門知識、BOIの専

門知識を持つスタッフを継続的に確保するの
が難しい。
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財務報告体制における課題の対象範囲

Post /with Covid-19における財務報告体制上の課題とサービス

タイ人CFO/上級管理者

日本人マネジメント/
管理者

タイ人 中間管理者

財務報告・経営管理部

日系企業子会社

タイ人 経営管理部門/
財務経理部門

#3プロフェッ

ショナル人材の
短期的な不足

#2 人材育成へ

の継続的な投
資の重要性

会計・税務等の

相談サービス

人材派遣・
アウトソース
サービス

財務報告関連の
人材育成サービス

#1 ビジネス・

規制変化へのコ

ンプライアンス

対応
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Deloitteプロフェッショナルによる財務報告関連のサービス体制

SEA デロイトトーマツ

タイ人CFO/経営管理者

日本人マネジメント/
管理者

タイ人 経営管理部門/財務経理部門

日系上場企業等上場企業・
日系企業子会社

経営管理部

タイ専門家 日系企業サー
ビスグループ連係

Delotte SEA
and others

会計監査
アドバイザリー業務 日本テクニカル部門

人財・ナレッジ

サービスチーム

会計監査
アドバイザリー業務

日系企業
タイ子会社

会計監査・アド
バイザリー部門

Deloitte Thailand

Deloitte Group



会計・税務等の
相談サービス

ビジネス・規制変化へのコンプライアンス対応
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#1 会計・税務・法務等の相談サービス（顧問契約）
デロイトグループのプロフェッショナル集団が、多数の実績から培った知識と経験をもとに、
相談案件ごとに的確なアドバイスを速やかに提供します

東南アジア全体での会計/税務/法務等のアドバイザリー
日本人駐在員が広範囲で東南アジアの管理を行う役割を担っているが、各拠点での会計
基準や税務上の取り扱いなどが不明であり、不定期で発生する課題に関して信頼して相
談できるアドバイザーを求めている

課題 料金

• 固定相談時間の設定なし
• タイムチャージベース

事例

A社

複雑な会計処理について監査法人への説明資料やセカンドオピニオン
タイにおいて複雑な会計基準に関して、監査法人に対して自社のポリシーを説明する必要
があるが、その際に説得力のあるポリシーや根拠資料を自社で作成するのが難しい。

• 年間80時間の固定相談時間
• プラスαでタイムチャージ

B社

サービス内容

・特定の課題について、アドバイス等の提供、必要に応じて、ディスカッションペーパーの提供
・会計・税務・法務等の定期的なアップデートの提供

サービス範囲

料金

・会計のみ、税務のみの設定も可能
・タイ、その他の東南アジアの国々を含めることができます

・様々な料金設定が可能です
基本契約のみでタイムチャージベースの料金設定、
又は一定の期間内での固定相談時間による固定料金設定



財務報告関連の
人材育成サービス

サステナブル経営で人材育成の重要性が増加
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#2 財務報告関連の人材育成サービス

サステナブル経営において、人材育成の重要性がさらに高まっています。デロイトのプロ
フェッショナル集団が、人材育成サービスのプラットフォームを開発をしました。培った知見
を活用して、企業の状況とニーズに合わせた、人材育成サービスを提供します。

Deloitte Learning Solution（標準サービス：コース選択ができます タイ語又は英語）

上記の他に、貴社のニーズに応じて、

カスタイマイズした人材育成サービスも提供しています！

領域 種類 コースの内容 時間

Accounting CHALLENGING 
ACCOUNTING 
STANDARDS

1.Impairment issues in the midst of volatility
2. The complexities of deferred tax and uncertain tax positions for your business
3. Understanding the life blood of your business in a crisis – Cash flow and liquidity
4. Provisions and Contingencies - Do we still get this wrong? 
5. Essentials of Business Combinations

6 hours
4 hours
3 hours
2 hours
6 hours

POST 
IMPLEMENTATION 
SERIES

1.Leases - Practical Application Issues 
2.Financial instruments: Practical Accounting Issues
3.Revenue from Contract with Customers– Practical Application Issues

3 hours
4 hours
4 hours

IFRS TRENDS 1.Financial Reporting Updates
2.Common Pitfalls in Preparation of Financial statements

2 hours
6 hours

Business 
Excellence

Data Visualisation
Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Other 5 course

TAXAION Fundamentals of withholding tax 
Transfer pricing 
Other 10 course



Proposal for tax training and tax clinic services© 2020 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. 9

DLS Platform
DLS platform allows a mixture of online modules and live seminars to enhance the learning experience and aide in knowledge retention

Total CPE hours is awarded and CPE certificate is automatically generated once employees 

successfully complete online assessments and attend the live training seminars and webinars
Participant’s dashboard showing all the 

enrolled courses and course activities

#2 財務報告関連の人材育成サービス

Deloitteで開発した人材育成サービスのプラットフォームを活用します
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DLS’s Learning Management System – Live Snapshots

Participants may interact 

with each other in the 

Public Chat

Participants may also post 

questions in the Shared 

Notes or interact directly 

with the presenters

Participants may also post 

questions in the Shared 

Notes or interact directly 

with the presenters

Deloitteで開発した人材育成サービスのプラットフォームを活用します

#2 財務報告関連の人材育成サービス



人材派遣・
アウトソースサービス

アウトソースによる業務効率化とコスト削減
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＃3 プロフェッショナル人材の派遣・アウトソースサービス
貴社のご要望の業務、期間に応じて、専門知識のある経験豊かなプロフェッショナル
（英語/タイ語）の人材派遣又はアウトソースサービスを提供します

サービス内容

・人材派遣
・特定業務のアウトソース請負

サービス範囲

料金/期間

・会計実務（USGAAP/IFRSによる記帳や報告資料作成、会計監査対応）
・税務法務実務（税務一般、BOI、労務問題など）
・IT管理、内部監査実務など

・人材派遣は、時間又は日数でのタイムチャージ
・特定業務については、内容に応じて設定
・期間は短期から長期まで

タイ人経理担当者の管理と日本人マネジメントのサポート
・コロナ禍で日本人駐在員の数が減少し、タイ人経理担当者の管理に懸念がある。
・日本人マネジメントに対して適切な経営判断ができるように、正確で迅速な報告資料を作成で
きる専門家を求めている。

課題 サービス提供事例

• オンラインと定期的な訪問によるタイ
人担当者の管理

• 助言経験豊富な専門家による報告書
作成によるサポート

事例

A社

タイ人経理担当者の退職に伴うスポットでの経理サポート
・タイ人担当者が急きょ退職したために、月次決算・監査対応が困難な状況
・次の担当者が見つかるまで、迅速に専門知識と実務経験を有する専門家を派遣してほしい

• 会計監査実務経験が豊富な専門家を
半年間派遣

B社
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