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ご挨拶

The financial services industry in Japan is facing unprecedented changes. New regulatory 
requirements, changing customer expectations and new FinTech competitors require 
Japan financial companies to re-think their structure and business models.

In this 4th Deloitte Tohmatsu Financial Business Seminar on “Beyond FinTech: the impact 
and opportunities of disruptive forces on the financial industry in Japan” , we will discuss 
challenges and opportunities of this new changing environment.

We are honored to welcome as keynote speaker Mr. Motonobu Matsuo, Deputy 
Director-General of the Planning and Coordination Bureau at the Japanese Financial 
Services Agency to talk about Fintech and The Future of Financial Regulation.

Following the keynote remarks, our experts from Deloitte Tohmatsu will present on a range 
of critical topics including:
-Cybersecurity
-Blockchain
-Digital Innovation
-Fintech Investment
-Regulation including AML/KYC and conduct

We are confident you will find this seminar of real value as you consider seizing the 
opportunities and addressing challenges.

日本の金融サービス業界はこれまでにない変化に直面しています。新たな規制要件の導入、
顧客期待の変化、そしてフィンテックという新たな競争相手の登場により、日本の金融機
関は組織構造とビジネスモデルの再考を迫られています。

今回で４度目の開催を迎えましたデロイト トーマツ金融ビジネスセミナーでは、「フィン
テックのその先に：ディスラプティブな力が日本の金融へ与える影響と機会」と題しまして、
この困難な新環境における課題と機会について議論いたします。

基調講演として、金融庁 総務企画局 参事官 松尾元信氏にご登壇いただき、「FINTECH の進
展と金融規制の行方」についてお話しいただきます。

基調講演に続きまして、デロイト トーマツ グループが擁する各分野の専門家より、サイバー
セキュリティ、ブロックチェーン、デジタル・イノベーション、フィンテック投資、マネー
ロンダリング防止・顧客確認（AML/KYC）規制、コンダクト規制など、最重要トピックス
について幅広く解説いたします。

いかにして新たな課題に立ち向かい、好機を見出すかをお考えの皆様にとって、このたび
のセミナーが真に価値のあるものとなることを確信しています。

Deloitte Tohmatsu Group
Japan and Asia Pacific
Financial Services Industry Leader

James Reichbach
（ジェームズ ライシュバック）

会　　期 2018 年 2 月 1 日（木） 13：00 ～18：00  受付開始 12：30

会　　場 ステーションコンファレンス東京 
 東京都千代田区丸の内 1-7-12  サピアタワー5・6F

参加費用 無料（事前登録制）※自然災害の発生などにより開催を延期または中止する場合があります。 
定　　員 【全体セッション】  150 名

【個別セッション】  100名 ／9 セッション ※セッションにより定員が異なります。 

対　　象 銀行、証券、保険、資産運用会社、リース・クレジット会社などの金融機関の皆様

主　　催 デロイト トーマツ グループ　金融インダストリーグループ  

ステーションコンファレンス 東京
アクセス

・JR 東京駅日本橋口直結
  新幹線日本橋口改札徒歩1分、八重洲北口改札徒歩 2 分

・東京メトロ東西線大手町駅 B7出口直結
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金融機関はデジタルトランスフォーメーションにどう対応するか

FINTECHの進展と金融規制の行方

基調講演

オープニングセッション

デジタル 規制・リスク グローバルタックス

2018 Asia Financial Services Tax Forum*

2018 Asia Financial Services Tax Forum*

金融庁  総務企画局  参事官  松尾 元信 氏
金融庁総務企画局参事官（信用担当）。昭和62年3月東京大学（法）卒。昭和62年4月大蔵省大臣官房文書課。平成10年
7月大蔵省主計局主計官補佐。平成14年8月内閣法制局参事官。平成20年7月財務省大臣官房企画官兼主計局厚生労働
係。平成21年7月財務省主計局主計企画官。平成22年7月財務省主計局主計官。平成24年7月財務省国際局為替市場
課長。平成26年7月金融庁総務企画局企画課長兼総務企画局企画課決済システム強化推進室長。平成28年6月現職。

*Asia Financial Services TAX Forumと併催。
Asia Financial Services Tax Forumとは、米国やアジアの税制改革や、Brexit対応における税務上の課題など、金融業界に影響を与える幅広い税務動向を
海外の専門家が解説するセミナーです。

Deloitte Canada   Partner and Head of Global Digital Transformation for Financial Services  Michael Tang
デロイトのグローバル金融サービス部門でのデジタルトランスフォーメーション責任者。デジタルトランスフォーメーション、フィン
テック、オープンバンキング、金融サービスイノベーションに関連する戦略やサービスに従事。デロイト カナダのパートナーとして、ビジ
ネス戦略、テクノロジーの分野で活躍する企業やシニアエグゼクティブとともに仕事をしており、成長・コスト削減戦略、大規模な企業
改革、デジタルテクノロジーの導入、業務全体のデジタル化、IT戦略の一貫性保持において特に高い専門性を発揮している。

フィンテック
税務上の留意点

C- 1

金融業界が”フィンテックの先に”
待ち受ける展開とは
世界経済フォーラム（WEF）とデロイトの
最新レポートからの考察
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
執行役員   青木 計憲

A- 1

銀行・保険規制とリスク 
規制が変えるリスク管理の視点

有限責任監査法人トーマツ
ディレクター 勝藤 史郎
ディレクター 後藤 茂之

B- 1

デジタル変革の加速へ向けて
「ビジネスデザイン」×「アーキテクチャ　

デザイン」

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
執行役員    森  亮

A- 2

AML 態勢強化の動向
FATF 対応とリスクベースアプローチ
への取り組み

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
執行役員 マネージングディレクター   小島 英一

B- 2

世界の税制の行方　
金融機関へのインパクト

C- 2

世界の税制の行方　
金融機関のお客様が受ける影響

C- 3

エコシステム形成による
社会課題の解決
本人確認の高度化とICOのあり方

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
執行役員   荻生 泰之

A- 3

金融業界における
Cyber Security
これからの展望

デロイト トーマツ リスクサービス株式会社
代表取締役社長   丸山 満彦

B- 3

▲

締切日 2018 年 1 月19日（金）  定員になり次第、申込みを締切とさせていただきます。

www.deloitte.com/jp/dtfbs2018

お申込みは Web サイトからとなり、ユーザー登録（無料）をお願いしております。

過去、デロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申込みいただき、ID・パスワードを
お持ちの方はご設定済みの ID・パスワードで簡単にお申込みいただけます。

ご登録いただいた ID・パスワードは今後もご利用いただけますので
大事に保管願います。

お申込みは 1 名様ずつのご登録が必要となります。

※配信予定日：2018 年 1 月下旬頃

お申込み多数の場合は抽選となりますので、ご希望のセッションにご参加いただけない場合がございます。

デロイト トーマツ金融ビジネスセミナー 2018 Web サイトへアクセス

ユーザー登録がお済の方

セッション選択

ご受講確定

設定済みの ID・パスワードを入力し
ログイン ボタンをクリックしてください。

新規ユーザー登録はこちら ボタンをクリックし、
お申込者情報のご登録をお願いいたします。

ご受講希望セッションを選択し、   登録する   ボタンをクリックしてください。

ダウンロードした受講票を A4 サイズにてプリントアウトのうえ、お名刺とともに当日会場受付にご提示願います。

「受講票ダウンロード開始のお知らせ」をe メールにてお送りいたします。
マイページ※の受講票欄から 受講票を出力 ボタンをクリックし、受講票をダウンロードしてください。

新規ユーザー登録の必要な方

申し込む    ボタンをクリックしてください。

ご来場

※マイページについて
本セミナーへお申込み後、「マイページ」より以下サービスをご利用いただけます。

「マイページ」はデロイト トーマツ グループ各社 Web サイトのセミナー一覧にある マイページへログイン より
ご覧いただけます。  〈デロイト トーマツ グループ セミナー 一覧〉 https://tohmatsu.smartseminar.jp/

Webブラウザのバージョンなど、ご利用のネットワーク環境により上記のお申込み URLでアクセスできない場合は下記 URL にてお申込みいただけます。
https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/4100

申込方法

デロイト トーマツ グループ各社は、ご提供いただいた個人情報を、関連するデロイト トーマツ グループ各社間または DTTL のメンバーファーム間で、共同利用すること
があります。なお、デロイト トーマツ グループ各社の個人情報保護方針については、以下の URL をご参照ください。 http://www.deloitte.com/jp/privacy/

〈ご注意〉
● 同時間帯セッションの重複したお申込みはできま

せんので予めご了承願います。
● 本セミナーは、金融 機 関の方を対 象としておりま

す。デロイト トーマ ツ グル ープと同 業 界もしく
は、それに準ずる法 人様からの申込みはお断りさ
せていただく場合がございます。

● ご受講の確定は、受講票の送付をもってご案内い
たします。

受講票のダウンロード ID・パスワードの変更

登録個人情報の確認・変更 お申込み内容の確認・キャンセル

デロイト トーマツ税理士法人
パートナー   長谷川 芳孝
　　　　　　 デロイト グローバル タックスチーム

モデレーター

パネリスト

デロイト トーマツ税理士法人
Executive Officer   ヒールシャー 魁
　　　　　　 デロイト グローバル タックスチーム

モデレーター

パネリスト

デロイト トーマツ税理士法人
Executive Officer   ヒールシャー 魁
　　　　　　 デロイト グローバル タックスチーム

モデレーター

パネリスト

英⇔日 同時通訳

http://www.deloitte.com/jp/dtfbs2018
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13:10 Deloitte Tohmatsu Group   Japan and Asia Pacific Financial Services Industry Leader  James Reichbach開会のご挨拶  

金融機関はデジタルトランスフォーメーションにどう対応するか

FINTECHの進展と金融規制の行方

基調講演

オープニングセッション

デジタル 規制・リスク グローバルタックス

2018 Asia Financial Services Tax Forum*

2018 Asia Financial Services Tax Forum*

金融庁  総務企画局  参事官  松尾 元信 氏
金融庁総務企画局参事官（信用担当）。昭和62年3月東京大学（法）卒。昭和62年4月大蔵省大臣官房文書課。平成10年
7月大蔵省主計局主計官補佐。平成14年8月内閣法制局参事官。平成20年7月財務省大臣官房企画官兼主計局厚生労働
係。平成21年7月財務省主計局主計企画官。平成22年7月財務省主計局主計官。平成24年7月財務省国際局為替市場
課長。平成26年7月金融庁総務企画局企画課長兼総務企画局企画課決済システム強化推進室長。平成28年6月現職。

*Asia Financial Services TAX Forumと併催。
Asia Financial Services Tax Forumとは、米国やアジアの税制改革や、Brexit対応における税務上の課題など、金融業界に影響を与える幅広い税務動向を
海外の専門家が解説するセミナーです。

Deloitte Canada   Partner and Head of Global Digital Transformation for Financial Services  Michael Tang
デロイトのグローバル金融サービス部門でのデジタルトランスフォーメーション責任者。デジタルトランスフォーメーション、フィン
テック、オープンバンキング、金融サービスイノベーションに関連する戦略やサービスに従事。デロイト カナダのパートナーとして、ビジ
ネス戦略、テクノロジーの分野で活躍する企業やシニアエグゼクティブとともに仕事をしており、成長・コスト削減戦略、大規模な企業
改革、デジタルテクノロジーの導入、業務全体のデジタル化、IT戦略の一貫性保持において特に高い専門性を発揮している。

フィンテック
税務上の留意点

C- 1

金融業界が”フィンテックの先に”
待ち受ける展開とは
世界経済フォーラム（WEF）とデロイトの
最新レポートからの考察
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
執行役員   青木 計憲

A- 1

銀行・保険規制とリスク 
規制が変えるリスク管理の視点

有限責任監査法人トーマツ
ディレクター 勝藤 史郎
ディレクター 後藤 茂之

B- 1

デジタル変革の加速へ向けて
「ビジネスデザイン」×「アーキテクチャ　

デザイン」

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
執行役員    森  亮

A- 2

AML 態勢強化の動向
FATF 対応とリスクベースアプローチ
への取り組み

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
執行役員 マネージングディレクター   小島 英一

B- 2

世界の税制の行方　
金融機関へのインパクト

C- 2

世界の税制の行方　
金融機関のお客様が受ける影響

C- 3

エコシステム形成による
社会課題の解決
本人確認の高度化とICOのあり方

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
執行役員   荻生 泰之

A- 3

金融業界における
Cyber Security
これからの展望

デロイト トーマツ リスクサービス株式会社
代表取締役社長   丸山 満彦

B- 3

▲

締切日 2018 年 1 月19日（金）  定員になり次第、申込みを締切とさせていただきます。

www.deloitte.com/jp/dtfbs2018

お申込みは Web サイトからとなり、ユーザー登録（無料）をお願いしております。

過去、デロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申込みいただき、ID・パスワードを
お持ちの方はご設定済みの ID・パスワードで簡単にお申込みいただけます。

ご登録いただいた ID・パスワードは今後もご利用いただけますので
大事に保管願います。

お申込みは 1 名様ずつのご登録が必要となります。

※配信予定日：2018 年 1 月下旬頃

お申込み多数の場合は抽選となりますので、ご希望のセッションにご参加いただけない場合がございます。

デロイト トーマツ金融ビジネスセミナー 2018 Web サイトへアクセス

ユーザー登録がお済の方

セッション選択

ご受講確定

設定済みの ID・パスワードを入力し
ログイン ボタンをクリックしてください。

新規ユーザー登録はこちら ボタンをクリックし、
お申込者情報のご登録をお願いいたします。

ご受講希望セッションを選択し、   登録する   ボタンをクリックしてください。

ダウンロードした受講票を A4 サイズにてプリントアウトのうえ、お名刺とともに当日会場受付にご提示願います。

「受講票ダウンロード開始のお知らせ」をe メールにてお送りいたします。
マイページ※の受講票欄から 受講票を出力 ボタンをクリックし、受講票をダウンロードしてください。

新規ユーザー登録の必要な方

申し込む    ボタンをクリックしてください。

ご来場

※マイページについて
本セミナーへお申込み後、「マイページ」より以下サービスをご利用いただけます。

「マイページ」はデロイト トーマツ グループ各社 Web サイトのセミナー一覧にある マイページへログイン より
ご覧いただけます。  〈デロイト トーマツ グループ セミナー 一覧〉 https://tohmatsu.smartseminar.jp/

Webブラウザのバージョンなど、ご利用のネットワーク環境により上記のお申込み URLでアクセスできない場合は下記 URL にてお申込みいただけます。
https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/4100

申込方法

デロイト トーマツ グループ各社は、ご提供いただいた個人情報を、関連するデロイト トーマツ グループ各社間または DTTL のメンバーファーム間で、共同利用すること
があります。なお、デロイト トーマツ グループ各社の個人情報保護方針については、以下の URL をご参照ください。 http://www.deloitte.com/jp/privacy/

〈ご注意〉
● 同時間帯セッションの重複したお申込みはできま

せんので予めご了承願います。
● 本セミナーは、金融 機 関の方を対 象としておりま

す。デロイト トーマ ツ グル ープと同 業 界もしく
は、それに準ずる法 人様からの申込みはお断りさ
せていただく場合がございます。

● ご受講の確定は、受講票の送付をもってご案内い
たします。

受講票のダウンロード ID・パスワードの変更

登録個人情報の確認・変更 お申込み内容の確認・キャンセル

デロイト トーマツ税理士法人
パートナー   長谷川 芳孝
　　　　　　 デロイト グローバル タックスチーム

モデレーター

パネリスト

デロイト トーマツ税理士法人
Executive Officer   ヒールシャー 魁
　　　　　　 デロイト グローバル タックスチーム

モデレーター

パネリスト

デロイト トーマツ税理士法人
Executive Officer   ヒールシャー 魁
　　　　　　 デロイト グローバル タックスチーム

モデレーター

パネリスト

英⇔日 同時通訳
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セッション概要

デジタル

※セッションの内容および講師などは、予告なく変更・中止される場合がございます。
　最新の内容はお申込みWebページにてご確認ください。

お申込み URL www.deloitte.com/jp/dtfbs2018

金融業界が
”フィンテックの先に”
待ち受ける展開とは
世界経済フォーラム（WEF）と
デロイトの最新レポートからの考察

A- 1

デロイトは、世界各国のイノベーターが集結す
る世界経済フォーラム（WEF）の戦略パートナー
を務め、2015年から世界の主要金融機関ととも
に金融業界のディスラプションに関する協議を
行ってきました。2017年に発表したWEFとの共
同レポートでは、金融業界の未来を形作ってい
く可能性の高い一連のディスラプションの始ま
りと、フィンテックを位置付けています。金融業
界の未来に変化をもたらす8つの要因を分析し
た調査結果をもとに、日本の金融機関が次なる
時代の競争における勝ち筋へ向けて、今、獲得
すべき打ち手を解説します。

25 年以上にわたり一貫して国内外問わず生損保
業界向けに、事業戦略立案、デジタル戦略立案、
オペレーション改革、組織変革、マーケティング
構想、IT 戦略・マネジメント、ITシステム導入、経
営統合を含む広範囲の領域に対してコンサル
ティングサービスを多く手掛ける。現在、デロイ
ト トーマツ コンサルティング 金融事業統括 執
行役員 兼 デロイト トーマツ合同会社 保険事業
統括 執行役員に従事。

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
執行役員 
青木 計憲

デジタル

デジタル変革の加速へ
向けて

「ビジネスデザイン」×
「アーキテクチャデザイン」

A- 2

スタートアップや他企業と組みながらエコシ
ステム形成を狙う動きも活発化している中
で、次 と々創出されてくるビジネスアイデアを
高速に検証し、如何にビジネスとしてスケー
ル化させていくか、という「アジャイルな実
現・実装力」の強化も重要性を増してきてい
ます。そのケイパビリティを支え・加速する
ための基盤として、クラウドベースのオープン
プラットフォームやAPI管理等のキーテクノロ
ジー活用の方向性について示唆します。

外資系コンサルティングファームでの18 年間の
経験を経て現職。金融業をはじめ多様な産業を
対象とし、戦略立案、先端技術洞察、イノベーショ
ン・テーマ探索、マーケティング/CRM領域、組
織・風土改革などのコンサルティング活動に従
事。近年では主にデジタルビジネスおよびディス
ラプティブテクノロジー領域に注力し、企業のデ
ジタルトランスフォーメーションを支援すべく活
動を展開。

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
執行役員 
森　亮

デジタル

エコシステム形成による
社会課題の解決
本人確認の高度化とICOのあり方

A- 3

ブロックチェーンによる本人確認の取り組み
が世界中で行われ、国内では 3メガバンク・
デロイトによるブロックチェーン研究会が実
証実験を進めています。本セッションではま
ず、このようなエコシステムを前提とした本人
確認の高度化の方向性について解説します。
また、仮 想 通 貨を用いたICO（Initial Coin 
Offering）が新たな資金調達手段として注目
されていますが、その法的位置付け、会計、税
務、投資家保護においては課題があります。
これを受け、信頼性と持続性を兼ね備えた
ICOのあり方について考察します。

フィンテック・ブロックチェーンのリーダー。当領
域における政策提言を行うとともに、中央省庁な
どにおいて数々の委員を歴任。社会課題解決の
観点から業界内・業界横断でのエコシステム形
成・運営に寄与。

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
執行役員 
荻生 泰之

規制・リスク

銀行・保険規制とリスク
規制が変えるリスク管理の視点

B- 1

〈銀行パート〉 バーゼルⅢ改革など国際金融
規制や欧米地域規制の動向と本邦への影
響、ならびに金融機関がなすべき対応やリス
ク管理高度化につき解説します。

〈保険パート〉 最近新たに導入が予定される
規制（例えば証拠金規制など）を取り上げ、
保険の既存のビジネスモデルへの影響、リス
ク管理に与える影響を説明し、中期的なERM
強化に向けた視点を解説します。

2017年7月より現職にて
リスク 管 理 アドバイザ
リーに従事。大手銀行リ
スク統括部署で、統合リ
スク管理、バーゼルIII見直し対応を推進。NY 駐
在チーフエコノミストとして米国経済の調査予測
も歴任。

2015 年 4月より現職にて
保険ERMアドバイザリー
に従事。大手保険会社・
持株会社で、企画部長、
リスク管理部長歴任。国際会議パネル、大学非
常勤講師など、ERM関連の発信も実施。

有限責任監査法人トーマツ
ディレクター 
勝藤 史郎

有限責任監査法人トーマツ
ディレクター 
後藤 茂之

規制・リスク

AML 態勢強化の動向
FATF 対応と
リスクベースアプローチへの
取り組み

B- 2

政府間監督組織Financial Action Task Force
（FATF）による2019年の対日審査も念頭に、

AMLコンプライアンスの当局目線が厳格化し
ています。 昨年に改正を重ねた犯罪収益移
転防止法の対応項目についても、網羅性のみ
ならず、リスクベースアプローチの名のもとで
各金融機関のビジネスモデルに応じた自律的
なAML態勢強化、実効性の向上が求められ
ており、その動向を考察します。

規制・リスク

金融業界における
Cyber Security
これからの展望

B- 3

組織的な標的型攻撃等、金融機関をとりまく
サイバー攻撃の状況、また例えばフィンテッ
クの普及に代表される金融機関をとりまく技
術動向の変化、検査方針やFISCの改訂など
の規制動向の変化を踏まえ、金融機関にもと
められるセキュリティ対策のこれからの展望
を説明します。

サイバーセキュリティ、プライバシー関連のアドバ
イザリー業務を金融機関等に提供している。内
閣官房情報セキュリティセンターの設立当初の
メンバーでもあり、内閣官房、経済産業省のセ
キュリティ関連の委員等も務める。

デロイト トーマツ
リスクサービス株式会社
代表取締役社長 
丸山 満彦

本邦G-SIFI大手にて国際金融、米銀統合の経営
管理、グローバル危機事案管理、ガバナンス対応
の他、グローバルヘッドの職責として国際金融規
制対応、マネーローンダリング防止を統括。現職
にて、AMLを含む金融犯罪リスク管理、金融セク
ターの危機事案対応の支援を統括。

デロイト トーマツ
ファイナンシャル
アドバイザリー合同会社
執行役員
マネージングディレクター 
小島 英一
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デジタル

※セッションの内容および講師などは、予告なく変更・中止される場合がございます。
　最新の内容はお申込みWebページにてご確認ください。

お申込み URL www.deloitte.com/jp/dtfbs2018

金融業界が
”フィンテックの先に”
待ち受ける展開とは
世界経済フォーラム（WEF）と
デロイトの最新レポートからの考察

A- 1

デロイトは、世界各国のイノベーターが集結す
る世界経済フォーラム（WEF）の戦略パートナー
を務め、2015年から世界の主要金融機関ととも
に金融業界のディスラプションに関する協議を
行ってきました。2017年に発表したWEFとの共
同レポートでは、金融業界の未来を形作ってい
く可能性の高い一連のディスラプションの始ま
りと、フィンテックを位置付けています。金融業
界の未来に変化をもたらす8つの要因を分析し
た調査結果をもとに、日本の金融機関が次なる
時代の競争における勝ち筋へ向けて、今、獲得
すべき打ち手を解説します。

25 年以上にわたり一貫して国内外問わず生損保
業界向けに、事業戦略立案、デジタル戦略立案、
オペレーション改革、組織変革、マーケティング
構想、IT 戦略・マネジメント、ITシステム導入、経
営統合を含む広範囲の領域に対してコンサル
ティングサービスを多く手掛ける。現在、デロイ
ト トーマツ コンサルティング 金融事業統括 執
行役員 兼 デロイト トーマツ合同会社 保険事業
統括 執行役員に従事。

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
執行役員 
青木 計憲

デジタル

デジタル変革の加速へ
向けて

「ビジネスデザイン」×
「アーキテクチャデザイン」

A- 2

スタートアップや他企業と組みながらエコシ
ステム形成を狙う動きも活発化している中
で、次 と々創出されてくるビジネスアイデアを
高速に検証し、如何にビジネスとしてスケー
ル化させていくか、という「アジャイルな実
現・実装力」の強化も重要性を増してきてい
ます。そのケイパビリティを支え・加速する
ための基盤として、クラウドベースのオープン
プラットフォームやAPI管理等のキーテクノロ
ジー活用の方向性について示唆します。

外資系コンサルティングファームでの18 年間の
経験を経て現職。金融業をはじめ多様な産業を
対象とし、戦略立案、先端技術洞察、イノベーショ
ン・テーマ探索、マーケティング/CRM領域、組
織・風土改革などのコンサルティング活動に従
事。近年では主にデジタルビジネスおよびディス
ラプティブテクノロジー領域に注力し、企業のデ
ジタルトランスフォーメーションを支援すべく活
動を展開。

デロイト トーマツ
コンサルティング合同会社
執行役員 
森　亮

デジタル

エコシステム形成による
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当セッションでは税務上の観点からフィン
テックを取り上げます。ブロックチェーンと
税務、デジタルエコノミー～ PEと付加価値
税・消費税の検討、フィンテック企業への効
率的な投資モデル、優遇税制と控除制度の
効率的活用などのトピックスを中心に解説し
ます。

コスト管理とリスク管理を効かせる多国籍企
業にとって、世界の税制動向とその影響を迅
速に特定し、対応することは重要です。1つ
目のセッションでは、世界の規制の変化が金
融機関の税務へもたらすインパクトについて
解説します。

コスト管理とリスク管理を効かせる多国籍企
業にとって、世界の税制動向とその影響を迅
速に特定し、対応することは重要です。2つ
目のセッションでは、世界の税制の変化が金
融機関のお客様の事業へもたらすインパクト
に焦点をあてて解説します。

20 年以上、日本企業および多国籍企業に対する
税務アドバイスに従事。旧M&A/ 組織再編サー
ビスおよびその前身の部門長を長年歴任し、現
在に至る。M&A・組織再編・事業再生・国際税
務に係る税務相談について数多くの経験を有し
ている。

デロイト トーマツ税理士法人
パートナー 

長谷川 芳孝

C 枠

デロイト トーマツ税理士法人
金融部門リーダー。長年にわた
り多国籍企業の国際事業取引
の構築に携わり、主に日系多国
籍企業の海外進出および海外
多国籍企業の日本・アジア進出
における税務サポートに従事し
た経験を有する。

デロイト トーマツ税理士法人
Executive Officer 
 ヒールシャー 魁

国税庁調査査察部調査課長を
退官後、2014 年9月にデロイト 
トーマツ税 理 士 法 人に入社。
32年間の国税勤務の中で国際
課税の要職を歴任。多岐の業
種にわたる調 査 や相 互協 議、
OECD業務を経験。政府から納
税者に向けた情報発信を行って
きた。調査 対応、争訟 対応、相
互協議、事前確認、国際プランニ
ングなどのサービスに従事。

デロイト グローバル 金融部門
税務リーダー。多国籍金融機関
への法人税に関するアドバイス、
グループ内再編などのM&Aに関
するファイナンシャルアドバイザ
リー業務、会計税務デューデリ
ジェンスの専 門 家。Chartered 
Institute of Taxのメンバーで公認
会計士。

グローバルタックス 「2018 Asia Financial Services Tax Forum」

世界の税制の行方
金融機関へのインパクト
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世界の税制の行方
金融機関のお客様が受ける影響
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〈トピックス〉
・米国税制の最新動向
・Brexit 対応における税務上の課題
・アジア各国の税制アップデート
・インドのGST（Goods and Services Tax）導

入後の動向
・税務最適化モデルのBEPS 導入後の存続

〈トピックス〉
・米国税制の最新動向
・Brexit 対応における税務上の課題
・資本に対するリターン（日・米・英の当局の

最新合意情報など）
・アジア各国の税制アップデート

モデレーター

モデレーター

パネリスト
ヒールシャー 魁
デロイト グローバル タックスチーム

モデレーター

パネリスト
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デロイト グローバル タックスチーム

モデレーター

パネリスト
長谷川 芳孝
デロイト グローバル タックスチーム

モデレーター

デロイト トーマツ税理士法人
パートナー

山川 博樹

パネリスト

Deloitte UK
Tax Partner, 

Global Financial Services Tax Leader
Nigel McCrea

パネリスト

Deloitte（デロイト）は世界150を超える国・地域で
サービスを展開するプロフェッショナル
ネットワークです

Deloitte（デロイト）とは
Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアド

バイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連するサー

ビスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。

全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイト

は、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に

基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune Global 500® の

8 割の企業に提供しています。デロイトの約 245,000 名を超える人材は、“making 

an impact that matters”を自らの使命としています。

私たちは常に、デロイトが世界のメンバーファームに指針として掲示される

“Deloitte network purpose”に即した行動を心掛けます。

クライアントのため、メンバーのため、そして社会のため、

私たちは常に最も重要な課題に挑戦し続ける。

複雑な課題を解決し、クライアントの持続的な成長を促し、

卓越した総合力を背景に、圧倒的な価値をもたらす。

私たちは誠実であることを掲げ、信頼と信用を築き、社会に貢献していく

共通の価値観が、私たちを発展的でゆるぎないインパクトの創造へと導く。

Deloitte makes an impact that matters.
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デロイトおよびデロイト トーマツ グループの
金融サービス専門組織の総合力をもって
ご支援いたします

デロイト トーマツ グループについて
デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッ
ショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に
従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、
ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。
また、国内約 40 都市に約11,000 名の専門家（公認会計士、税理士、
弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業
をクライアントとしています。

デロイト トーマツ グループは、「クライアントの期待を超える知的
専門サービスを総合的に提供する」という経営理念のもと、各グ
ループ法人の高い専門領域である「ビジネス」、業種／業界に特化し
た深い知見を持つ「インダストリー」、デロイトのグローバルネット
ワークを生かし地域に密着した支援を行う「ネットワーク」の3 つの
側面から、課題解決に取り組むクライアントに対し、幅広いサービ
スを総合的に提供しています。

金融サービス専門組織（Financial Services Industry : FSI）
デロイト トーマツ グループでは、金融インダストリーにおける実務経験やコンサルティング・会計監査等の幅広い経験を有する多数のプロ
フェッショナルをひとつのグループに集結して、金融インダストリーのあらゆるニーズに対応した総合的なサービスを提供しています。 

金融サービス専門組織「金融インダストリーグループ（FSI）」は、金融機関等を、銀行（信託銀行を含む）、証券、保険、インベストメントマネジメ
ント、リース・クレジットの 5つのセクター（業種）のグループに分け、各々のセクターごとに監査および関連サービスを担当する専門家を擁して
います。 

金融インダストリーが直面するあらゆる経営課題に対して、クライアントニーズと現状を的確に把握し、ベストアンサーを導き出すとともに、課題
解決まで適切にサポートします。

世界的な金融サービス業界へのサービス提供の強み
デロイトのメンバーファームの金融サービス専門組織 Global Financial Services Industry 

（GFSI）は、金融サービスのグローバル化に対応するために 1994 年に創設された、デロ
イトで最初のグローバルベースでのインダストリー別組織です。

GFSI のメンバーは、各所属のセクター、ファンクション、サービスラインを通じて、同様
の専門性を有する世界中のプロフェッショナルと連携しており、全世界にシームレスなサー
ビスを提供しています。また、GFSI は、グローバルベースで蓄積された情報の共有を図り、
グローバルに事業展開する金融機関にサービス提供できる人材を育成し、各地域に人材
を最適に配置していくことも目的としています。

FSI は GFSI と連携し、金融サービス専門組織としての総合力をもって皆様をご支援いたし
ます。

総合メールマガジン（毎月発行）

会計・監査メールマガジン（毎月発行）

IFRSメールマガジン（原則、毎週発行）

ヒューマン キャピタル ニュースレター Initiative（毎月発行） 

リスクインテリジェンス メールマガジン（毎月発行）

ストラテジー ニュース（原則、毎月発行）  

ファイナンシャルアドバイザリーメールマガジン（毎月発行） 

チャイナ ニュース（毎月発行） 

コンシューマービジネスメールマガジン（原則、毎月発行） 

ライフサイエンス ニュースレター（原則、隔月発行）

ヘルスケアメールマガジン（原則、毎月発行）

 

テクノロジー・メディア・テレコム メールマガジン
‒Discover‒ （原則、隔月発行） 

購読には、ユーザー登録が必要です

ユーザー登録すると…

マイページでできること
受講票の取得／登録個人情報の確認・変更／ID・パスワードの変更／
お申込内容の確認／過去セミナーお申し込み履歴の確認

デロイト トーマツ グループ Web サイトからご登録ください。
バックナンバーもこちらよりご覧になれます。

● デロイト        トーマツ グループ主催のセミナーへのお申込み
● デロイト トーマツ グループ発行のメールマガジンへの
   購読お申込み
● 登録個人専用の「マイページ※」を自動生成

デロイト トーマツ メールマガジンのご紹介

金融サービス専門組織が提供するWebサイトのご案内

http://www.deloitte.com/jp/mm

http://www.deloitte.com/jp/financial-services

QR コードで
簡単に登録できます

共通の ID・パスワードを利用して、以下のサービスの利用が
簡単にできます。

デロイト トーマツ グループでは、専門性と総合力を活かしたナレッジや最新情報を、｢デロイト トーマツ メールマガジン｣として無料で
皆さまにお届けしています。
コンテンツは、デロイト トーマツ グループが提供する、監査・会計、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務などの
サービスや、各インダストリーに関連する内容を中心とした、最新のナレッジやセミナー情報などです。

Webサイトにて、金融サービス専門組織が提供する
サービス・ナレッジ・最新動向などをご覧いただけます。

http://www.deloitte.com/jp

デロイトおよびデロイト トーマツ グループが提供する
サービス・ナレッジ・最新動向などはこちらから。

デロイトの総収益に対する GFSI の割合
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