
www.pwc.com/jp

PwC Japanグループ アニュアルレビュー 2019

PwC Japan Group
Annual Review 2019



※表紙の写真は PwC Japan エクスペリエンスセンターです。

To build trust in
society and solve
important problems

Our purpose: 

私たちPwCグローバルネットワークは、

「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」ことを

自らのPurpose（存在意義）として定めています。

クライアントに信頼されるパートナーであり続けるだけでなく、

社会から必要とされるプロフェッショナル・サービス・ファームとなるために、

これからの時代に求められる信頼とは何かを常に問い続けていきます。

新たなソリューションを次々と生み出しながら、

信頼に根差した大きな木へと成長できるよう進化していきます。

社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する

2019年PwCは日本における事業開始70周年を迎えました。
詳しくは、下記URLをご参照ください。
https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/70th-anniversary.html

PwC Japanグループ アニュアルレビュー 2019

CEO’s Interview
対談 木村浩一郎×リンダ・グラットン

What we think
社会課題に対するPwCの取り組み

What we do
社会に必要とされる存在であり続けるために

Who we are
PwCのPurposeを実現する人材
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組織とコーポレートガバナンス
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PwC Japanグループ アニュアルレビューでは、
PwCのPurposeに基づく社会に向けたさまざまな活動を、
お客様やPwCを取り巻くステークホルダーの皆さまにご紹介します。

私たちは、世界157カ国に及ぶグローバルネットワークに276,000人以上のスタッフを有し、高品質な監査、税務、
アドバイザリーサービスを提供しています。
詳細はwww.pwc.com をご覧ください。 本アニュアルレビューでは、2018年7月から2019年6月末までの2019年度を
原則対象にしています。
PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の
総称です。各法人は独立して事業を行い、相互に連携をとりながら、監査およびアシュアランス、コンサルティング、
ディールアドバイザリー、税務、法務のサービスをクライアントに提供しています。
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人生100年時代の企業への期待
 

木村　グラットンさんをお迎えできて大変嬉しく思います。 本日

は、人生100年時代における企業の役割や多様なキャリア構築、

Digital Upskillingの支援などについてお伺いしたいと思います。

グラットン　お招きいただきありがとうございます。

木村　日本をはじめ、世界は変化の大きなうねりの中にいます。 

そして、リンダさんの共著書『LIFE SHIFT（ライフ・シフト）』にも

あるように、人生100年時代が到来しようとしています。 まず、ビ

ジネスの場に身を置く者として、またプロフェッショナル・サービ

ス・ファームのリーダーとして、企業の役割についてお聞きしたい

と思います。 企業は、どうすれば社会において最善の役割を果

たすことができるのでしょうか。

グラットン　企業は間違いなく重要な役割を果たします。 社会

が長寿化の恩恵を受けるために、最も重大な役割を担うべき存

在といってもいいでしょう。

　企業が注力すべき分野は3つあります。

　1つ目は、働き続けている人々を支援すること。 企業は、トレー

ニングやサポートを提供すると同時に、年齢に関係なく人々に活

躍してもらえる体制を取ることが求められます。

　2つ目は、長寿化していく人生への支援です。アンドリュー・ス

コット氏と私の共著書『LIFE SHIFT』でお伝えしたことの１つは、

「教育→仕事→引退」の3ステージ型の人生からマルチステージ

型の人生への移行です。 人々は長寿化する人生において、柔軟

性をより必要としています。 その点においてPwCは、どうすれば

人々がマルチステージ型の人生を過ごすことができるかを考え

ている、最も先進的な企業の1つだと思います。

　そして、3つ目は間違いなく生涯学習です。 人々が生涯を通じ

て継続的に学習し、働き続けることを、企業はどのように支援で

きるかが問われています。

木村　私たちは、より適切に変化に対応し、ビジネスを持続可

能なものとしていくために、これまで以上に真剣に変化しなけ

ればならないと確信しています。 企業の柔軟性は、マルチステー

ジ型の人生を意識している人材にとって非常に魅力的な要素で

しょう。 PwCでは、リモートワークなど柔軟な働き方を支援する

各種制度を整備しています。 また、PwCネットワーク全体で見て

も多角的なビジネスを行っており、多様な機会があります。  継

続して監査業務に携わることを希望する人もいれば、監査の後

に税務や法務、M&Aを希望することもあるでしょう。 つまり、

PwCの中で、キャリアをある程度変更することが可能であり、

マルチステージ型の人生を充実感を持って生きる素地ができ

あがりつつあるといえます。 

　生涯学習について、PwCでは社員のDigital Upskillingに投

資をしています。 Digital Upskillingとは、AIをはじめとしたテク

ノロジーの活用方法だけではなく、これからの時代に必要な「ア

ジャイル」「デザイン思考」「リーダーシップ」といったマインドセッ

トの育成を含んでおり、マルチステージ型の人生におけるキャリ

アに必ず役に立つでしょう。

　また、テクノロジーの進化やその活用がさらに拡大していく

中、人にしかできないことの重要性が増していき、企業の競争力

＝人材という時代へとよりシフトしていくことが考えられます。 

人材のDigital Upskillingは、日本全体にとっても喫緊の課題で

あるという認識を持っています。

グラットン　PwCのように柔軟性が高い制度は、多くの人材に

とって魅力的に映ることでしょう。 私はさまざまな日本の大手多

国籍企業に助言を行っていますが、彼らにとって柔軟な制度へ

のシフトは、非常に重要で大きな課題だと感じます。

CEO’s Interview 対 　 談 リンダ・グラットン
Lynda Gratton

ロンドン・ビジネススクール
教授

Koichiro Kimura
木村 浩一郎

PwC Japanグループ
代表

テクノロジーの進化により、既存のビジネスモデルは破壊的な変化に直面し、
企業は継続的な変革が求められるようになっています。 
また、人生100年時代の到来が迫る中、
デジタル時代の人材獲得・育成は企業の競争力にも影響します。
このような環境における企業の役割について、PwC Japanグループ代表の木村浩一郎が
ロンドン・ビジネススクール教授のリンダ・グラットン氏にお話を伺いました。
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リーダーに求められる資質の変化と新しい価値観の台頭

木村　「三方よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）」という言

葉があるように、日本企業は収益や利益といった財務的な指標

だけではなく、社会を大切にする姿勢が強いように思います。 社

会に恥じることはせず、正しいことを行っていくという姿勢です。 

　PwCの行動規範の中では、「Do the right thing」がそれを示

しています。 企業活動が社会の期待や社会のニーズに沿ってい

るかが、より重要になっています。 このような環境下において、ビ

ジネスリーダーはどのようなリーダシップをとるべきでしょうか？

グラットン　リーダーとして非常に重要なことは、当たり前と思

われるかもしれませんが、世界を理解することです。 信じられな

いほどのスピードと規模で変化が進む中、今後3年間、5年間、あ

るいはそれ以上の期間に何が起きそうかを理解するということ

です。 さらに、その将来をストーリーとしてリーダーが語り、ス

トーリーを通じて顧客や社員と共有する。 これにより顧客や社

員は、リーダーが見ている将来を実感することができるのです。

木村　複雑な世界の外部環境を理解するためには、すべての世

代からのインプットを得ることが重要です。 日本では、リーダー

は年長者であることが多いのですが、若い世代からも広くイン

プットを得ることによって、リーダーの環境把握は充実すること

でしょう。

グラットン　全く同意見です。 あらゆる世代と対話する必要が

あります。

木村　複数世代のインプットを取り入れることで、より多面的に

理解でき、よりポジティブなストーリーにつながることは間違い

ないと思います。 PwC Japanでも若い世代、女性、海外の人材

をリーダーシップチームに迎えました。変化の時代に対応するう

えで、私たち自身の変化も必要です。 

　また、PwCでは10年後の社会、事業環境をPwC 2030シナリ

オとして分析し、「支配的な政治経済モデルの競合」「テクノロ

ジーと人間の共存」「増大する都市と富裕層の影響力」「既存シ

ステムの崩壊」といった変化の波によって、より複雑な新しい国

際競争環境になっていくと想定しています。 そのシナリオをベー

スに、「オープンな事業プラットフォーム」「AIと人のコラボレー

ション」「レバレッジ」「信頼に基づく長期的価値創造経営」という

成長ストーリーを示しています。

グラットン　もう１つ、企業のリーダーにとって非常に重要なこ

とをお伝えしたいと思います。 それは、企業が有している重要な

価値である人材についてです。

　まず、パフォーマンスと働き方の2×2マトリックスで人材を考

えてみましょう。 パフォーマンスの軸は、最も高パフォーマンスな

人材と平均的な人材を両端とし、働き方の軸は、より柔軟な働き

方を望む人材とそのような働き方には関心がない人材としま

す。 一般的には、有望な人材は、パフォーマンスが高く、かつ柔軟

な働き方には関心がない象限に入ります。 つまり、ハイパフォー

マンスな人材はキャリアを優先させるというのが、これまでの傾

向です。

　しかし近年、人生のあらゆる面において高いパフォーマンスを

発揮したいと思う有望な人材のグループが新たに出現していま

す。 こうした人たちは、仕事や家族、趣味といった人生のあらゆ

る面で高いパフォーマンスを発揮したいと考えている。 つまり、

仕事は人生の一部ではあるが、人生の全てだとは捉えていない

のです。 難しいことですが、現在のリーダーは、自分たちとは全く

異なる軸を持った有望な人材が、さまざまな年齢層から出現し

ていることを理解する必要があるのです。

男性のステップアップがさらなる女性活躍のカギ

木村　多様な価値観を活かすということですね。 多様性という

意味では、女性がより活躍できる環境も、私たちにとって大きな

課題です。 理論的には、ダイバーシティを取り入れることは生産

性を向上させ、ビジネスにも必ず役立つと理解しています。 とこ

ろが、さまざまな施策が実施されてはいますが、実現のペースは

非常に遅い。 さまざまな国、多様な業界の企業との協業経験を

通じ、女性が最大限に活躍できるようにするためには、どうすれ

ばよいとお考えですか？

グラットン　私は、女性が活躍できる状況が早く実現することを

願ってきましたが、現実には世界中の多くの企業が初歩的な取

り組みにとどまっています。 そこで、女性の活躍という点に対し

ていくつか提案したいと考えています。 1つは、割当制度（クオー

タ制）の導入です。 例えば、上級職社員の50%を女性にすると設

定し、その達成が賞与にも影響するようにします。 かつて私はこ

の制度の導入には反対してきましたが、今は実施すべきだと考

えています。 なぜならば、とにかく変わらなければならないから

です。 ですが、制度を導入しても女性が企業に定着しにくいとい

う真の難題には役立ちません。 

　女性が定着しにくい理由として、1つには、企業文化が男性優

位にできていると女性が思っていることがあります。 2つ目は、女

性が子供を出産したのちに待遇が低下することです。 米国の

データでは、子どもが1人、2人、3人と増えるにつれて給与が下

がる傾向にあります。 会社を離れた期間が非常に短いとしても、

以前と同じ役職には戻れないためです。 特に2つ目に対する解

決策は、父親の育児休暇が効果的だと考えます。 男性が、家族

の一員として自分の責任を認識するようステップアップすべきで

あり、企業は父親が家族の一員としての役割を担う必要がある

ことを認めなければならないと思います。 現時点で、最も効果

的に取り組んでいるのはカリフォルニアのハイテク企業ですが、

他の企業も追随することになるでしょう。

木村　実は、PwC Japanも男性の育休取得を促進する決断を

しました。 子供が生まれたら休むのを当たり前にする。 そして、

子供が生まれた男性の100％が2週間程度の育休を取るように

なることを目指しています。 この決断は、組織の文化を変えるた

めの行動の1つです。

グラットン　まずは第一歩ですね。 女性がキャリアを続けるか、

子供を出産するかを選択するのではなく、両方を選択できるよう

にすべきなのです。 そのためには、男性がステップアップする必

要があります。 今後のPwCの取り組みに注目したいと思います。

木村　ありがとうございます。 ビジネスを取り巻く環境、そして

ビジネスそのものが大きな変革期にあり、スキルやケイパビリ

ティを更新し続けることが求められています。 だからこそ、企業

は人々の多様な働き方や価値観を理解し、より柔軟な組織へと

変貌しなければなりません。 大きな課題ですが、PwCは幅広い

世代からのインプットを経営に取り入れ、試行錯誤をしながら変

わり続けていくことができる企業だと信じています。

　その取り組みの１つとして、PwCは「New world. New skills.

（ニューワールド・ニュースキルズ）」というプログラムを立ち上げ

ました。 Digital UpskillingはPwCのみならず、社会として重要

な課題と考えています。 PwCのPurpose（存在意義）の実践とし

て、PwCスタッフのスキルアップを皮切りに、クライアントのサ

ポート、各国政府や諸機関との協力を進めます。 加えて、Digital 

Upskillingの機会が、社会のより多くの人々に対し、広く平等に

行き渡るように活動をしていきます。 PwCは、これからも社会に

必要とされるプロフェッショナル・サービス・ファームであり続け

たいと考えています。

木村 浩一郎
PwC Japan グループ代表

PwCあらた有限責任監査法人 代表執行役

公認会計士。 経済同友会幹事、会計教育研修機構理事。
2012年6月より、PwCあらた有限責任監査法人の代表執
行役。 2016年7月、PwC Japan グループ代表に就任。

リンダ・グラットン
ロンドン・ビジネススクール　教授

人材論、組織論の世界的権威。 『LIFE SHIFT  100年時代
の人生戦略』はアンドリュー・スコットとの共著。
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　PwC Japanグループとしても、PwCのPurposeの実現に繋が

る活動の1つとして各法人から有志を募り、2018年秋より政策

提言活動を開始しました。 日本の重要な社会課題である「社会

保障・少子高齢化」「人材育成・教育改革」「地方創生」「諸外国

との共生」「環境・エネルギー」という5つのテーマを取り上げ、解

決に向けた政策の観点から研究や提言作成を進めています。 

若い世代を中心に、さまざまな経験や専門性を持つプロフェッ

ショナルが多数参加し、活発な議論が展開されています。 また、

社外のさまざまなステークホルダーと協力して取り組むことで、

社会にインパクトのある活動を目指しています。 PwC Japanグ

ループは、これからも社会課題の解決に積極的に取り組んでい

きます。

政策提言活動 Meetup

Young Global Changers（ベルリン）

世界は今、大きな分岐点に立っています。

富の偏在、勢いを増すポピュリズム、高齢化および長寿命化、

テクノロジーの進展による既存ビジネスモデルの

創造的破壊と雇用のあり方の変化、

ビジネスそして社会における「信頼」のゆらぎは、

社会の不満や不安をより大きなものにしています。

これまで世界の繁栄を支えてきた政治経済システムの前提が問われており、

その中で企業も社会課題の解決に積極的に取り組み、

貢献することを期待されています。

What we think
社会課題に対するPwCの取り組み

　PwCは、「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決す

る」をPurpose（存在意義）としています。 私たちは、世界が直面

しているさまざまな重要な課題について、多様なステークホル

ダーと協力し、社会からも支持される方法で取り組んでいきた

いと考えています。 中でも、経済成長と社会の発展の間に生じ

ているひずみは、喫緊の課題の1つといえるでしょう。 過去数十

年にわたり、世界の多くの人々に繁栄をもたらしてきた「グロー

バリゼーション」「財務・経済指標による価値の測定」「テクノロ

ジーの進化」は、一方で極端な富の偏在などを生じさせ、社会

における不信や不満を増大させてきました。 今こそ、社会シス

テムと経済システムを再構築する時であり、社会と経済の両面

に変化をもたらすうえで、ビジネス（企業）に期待されている役

割は非常に重要なものだと考えています。

PwCのPurpose

PwC Japanグループの取り組み

　社会の重要な課題に対する世界的な取り組みに、PwCはプ

ロフェッショナル・サービス・ファームとして積極的に関わってい

ます。 その一例として、Think20(T20)およびGlobal Solutions 

Summitに参加を続けています。 T20はG20の「アイデア・バン

ク」として位置付けられ、G20各国の有識者およびシンクタンク

関係者から構成される機関で、G20に対して政策提言を行いま

す。 また、Global Solutions Summitは、T20の前に開催される

国際会議です。政府・国際機関・シンクタンク・学会・ビジネスな

ど各界から千人規模の有識者や専門家が集まり、貿易や気候

変動、未来の働き方といったさまざまな課題に対する取り組み

を議論し、T20の提言にも活かされます。

　2019年6月に大阪で行われたG20サミットに関連して、同年3

月開催のGlobal Solutions Summit(ベルリン）ならびに同年5

月開催のT20（東京）に、PwC税理士法人の山口晋太郎をはじ

めPwCネットワークおよびPwC Japanグループから多数のプロ

フェッショナルが参加しました。 東京で開催されたT20では、

PwCあらた有限責任監査法人のスペシャルアドバイザー 岩下

直行が、国際金融アーキテクチャーを強化することを目的とし

たT20のタスクフォース2の共同議長を務め、PwC Japanの松

田義明とともに暗号資産とフィンテックに関しての政策提言書

を提出しました。

　また、Global Solutions Summitの前後には、Young Global 

Changers（YGC)が開催され、PwCアドバイザリー合同会社の

馬場花梨が参加しました。 YGCは、社会課題の解決に向けて現

場で活動している若い世代が集まり、G20の議題について議論

します。 YGCの役割は、将来を担う若い世代の現場感や想いを

G20への提言に反映する機会をつくることで、今回は世界60カ

国から90人の社会起業家や学生などが集まりました。 

T20、Global Solutions Summitへの参加
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What we do

劇的に変化する社会環境をどのように捉え、

どんな価値を提供していくのか。

PwCは自らが変化する先にのみ、

その答えが見出せると考えています。

今よりも、未来よりも一歩先へ ──。

私たちの取り組みのいくつかをご紹介します。

社会に必要とされる存在であり続けるために

三 善  心 平
PwCコンサルティング合同会社

ディレクター

データ＆アナリティクスチームの分析技術を

活用し、東京ヴェルディeスポーツチームの

強化を支援。

What we do

01

©J.LEAGUE

PwCデータ&アナリティクスチームが支援する東京ヴェルディeスポーツチーム

　コンピューターゲームやビデオゲームを使ったスポーツ競技

である「eスポーツ」が、近年大きな盛り上がりを見せています。 

世界的にさまざまな大会が催され、2022年に中国・杭州で開催

されるスポーツイベント「アジア競技大会」では正式種目として

採用が決定。 オリンピック正式種目としての可能性も取り沙汰

されるなど、多くの国において「プロスポーツ」として認知されて

います。 日本においても、ゲーム産業のみならず周辺市場・産業

にも経済効果が見込まれ、大手企業が続々と参入を表明。 経済

産業省も推進するなど、今後国内における一大産業として成長

する可能性を持っています。 

　経済効果のみならず、クールジャパン戦略や地方創生、高齢・

障がい者との共生、IoT教育などのさまざまな社会的意義があ

るとされるeスポーツ。 この分野において、PwCコンサルティン

グ合同会社（以下PwC）は2018年11月に「eスポーツ事業推進

室」を設立し、eスポーツチームの立ち上げ支援サービスなどを

提供しています。

　2019年3月にはJリーグ初のeスポーツ部門を立ち上げた東

京ヴェルディ株式会社とデータ解析領域におけるアドバイザ

リー契約を締結。 PwCのデータ＆アナリティクスチームが持つ

独自の分析技術を活用し、高次な瞬発力や判断力が必要とさ

れるeスポーツにおけるバイタルデータや試合結果などの分析・

検証を行っています。 また実際に公式大会へPwCのデータサイ

エンティストが帯同してプレッシャーの大きい状況下でバイタル

データを計測し、データに基づいたプレー改善やコンディション

向上を支援するなど、選手のパフォーマンスやチームの強化を

サポートしています。

　本プロジェクトの対象はeスポーツですが、私たちはこれらの

取り組みを通して得られる知見は、今後さまざまな領域の社会

的課題の解決にも活用できると考えています。 高度な分析手法

を駆使したバイタルデータの解析は熱中症リスクの予測などの

ヘルスケア領域で、また知的パフォーマンスの数値化は労働生

産性の向上など働き方改革への応用も期待されるものです。 

PwCは、これからもさまざまな領域への挑戦を積極的に進め、

社会が直面する新たな課題の解決方法をいち早く導き出し、社

会に貢献し続けていきます。

eスポーツ選手のパフォーマンス向上や、
ヘルスケア領域などの社会課題解決も視野に
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税務機能強化を通じて、

中長期的な企業価値向上を果たす

ガバナンス構築を推進。

What we do

03
栃木県初の管理型産業廃棄物

最終処分場設置プロジェクトで

新しい官民連携の形を実現。

What we do

02

　近年、多国籍企業を取り巻く「税」の環境は大きく変わってきて

おり、特にOECDによるBEPS（Base Erosion and Profit  

Shifting: 税源浸食と利益移転）プロジェクト以降、多国籍企業

が直面する国際的な税務リスクは格段に高まっています。 また

税務は、ROE（自己資本利益率）、EPS（1株当たり利益）、ROIC

（投下資本利益率）およびキャッシュフローといった主要な経営

指標との関連性だけでなく、多国籍企業の租税回避行動に対す

る不買運動など税に対する社会的関心の高まりによって生じる

企業ブランドやレピュテーションリスク、財務・非財務情報の開

示、CSR（企業の社会的責任）やESG（環境・社会・ガバナンス）な

ど「中長期的な企業価値の向上」に欠かすことのできない重要

な経営テーマに広く影響を及ぼす分野になっています。

　最近は投資家に対しROEなどの税後利益指標をコミットする

企業も増えてきたことから、日系企業の経営者も事業戦略に則

した税務戦略を推進し、グローバルベースで税務リスク管理体

制を整えて、「グローバルに適正な税金を支払う」ことを目標と

する新しい税務ガバナンスの構築の必要性が高まっています。 

　PwCグローバルネットワークは2017年以降、ゼネラル・エレク

トリック・カンパニー（GE）へTax Managed Servicesを提供する

ことで合意し、世界各国のGE税務部門から600名以上の税務部

隊を受け入れるとともに最新のテクノロジーを取得し、多国籍

企業グループに対してフルアウトソース型の包括的法人税務

サービスを提供しています。

　広範囲に複雑化する税務業務を、企業が自前の人材で全て

対応することはほぼ不可能です。 日本企業における税務業務

は、依然として少数の内部人材によるコンプライアンス中心の管

理が主流ではありますが、限られたリソースを優先税務課題に

割り当て、外部にアウトソースすることで、より戦略的な税務プラ

ンニングや、海外重要拠点の税務リスク軽減を図ることが可能

となります。

　PwC税理士法人では、GE日本法人で税務責任者を務めた上

村聡を中心に、GEから引き継いだ国際税務人材、グローバル最

先端の税務ノウハウおよびテクノロジーを活用しています。従来

の税務アドバイザーの域を超え、日系企業の意思決定を企業目

線でサポートするビジネスパートナーとして「中長期的な企業価

値の向上」の支援を今後もさらに強化していきます。

　これまで栃木県には、有害性の高い産業廃棄物を処理する管

理型最終処分場がなく、管理型産業廃棄物の処理を他県に依

存してきました。 また、累計で約5万㎥もの産業廃棄物の不法投

棄にも悩まされています。 2023年の開業を目指して建設が進む

栃木県の馬頭最終処分場整備運営事業（以下、本事業）におい

て、PwCアドバイザリー合同会社（以下、PwC）は、株式会社ク

リーンテック、株式会社熊谷組、クボタ環境サービス株式会社、

株式会社建設技術研究所、株式会社安藤設計の5社で構成され

るコンソーシアムのフィナンシャルアドバイザーとして、本事業の

落札および約80億円のプロジェクトファイナンスによる資金調

達などを支援しました。

　従来、産業廃棄物処分場事業は、用地確保・設計・建設・運

営・維持管理まで全てを民間事業者が行う「民間事業型」か地

方自治体などが行う「公共関与型」で行われてきました。 しか

し、本事業では用地確保や住民配慮など公共性が高い分野は

栃木県が担い、設計・建設・運営などの分野は民間が担う「官民

連携型」としており、双方が得意分野を活かせる一方、官民の利

害調整が非常に難しくなります。 PwCは、豊富な官民双方への

PPP／PFI※ 事業アドバイザーの経験を生かし、細部にわたって

交渉を支援し、双方が納得する事業契約条件を導き出しました。

　また、新設処分場である本事業は搬入量の過去実績がなく、

将来の廃棄物搬入量増減によるリスク予測が困難で、プロジェ

クトから得られるキャッシュフローのみを返済原資にした資金調

達はハードルが高いものでした。 そこで、PwCはリミテッドリコー

スのプロジェクトファイナンスによる資金調達を達成すべく、在

籍する廃棄物業界の専門家が株式会社クリーンテックと協力し

て栃木県や周辺地域の廃棄物マーケットの分析を行い、コン

ソーシアムと金融機関との協議を支援。 さらにその他のリスク分

担についても、PwCが積み重ねてきたインフラ事業に対するプロ

ジェクトファイナンス調達支援の経験を活かして栃木県・金融機

関を含む関係各者間の協議を支援し、関係各者が満足する条件

で2018年6月に融資契約の締結に至りました。 本事業は栃木県

が抱える課題の解決に資するという、社会的にも大きな意義を

持つものであり、「前例のない官民連携案件にもかかわらず、知

見を結集し栃木県の廃棄物問題の解決に貢献していただいた

PwCに感謝（栃木県ご担当者様）」との評価をいただいています。

　PwCのインフラ・PPP部門は、日本へのPFI導入のパイオニア

として20年以上にわたってさまざまなインフラ・PPPに関する

サービスを官民双方に提供してきました。 これからも、本事業の

ように前例がなく先進的な案件にも、プロジェクトファイナンス、

PPP／PFI、産業廃棄物業界／技術、会計、税務、フィナンシャル

モデリングなど多様な専門家が持つ多くの知見を結集し、社会

課題の解決に積極的に貢献していきます。

※ PPP（Public-Private-Partnership）：  行政と民間が連携して公共サービスの提供
を効率的に運営すること / PFI（Private-Finance-Initiative）： 公共施設等の建設、維
持管理、運営等を民間の資金、経営能力および技術的能力を活用して行う手法 GEをはじめとするグローバル企業に包括的法人税務サービスを提供

PwC
税務チーム

I S T
Insourced
Solutions
for Tax本　　社

税務部門

G E
日系多国籍
企業

日系多国籍
企業

日系多国籍
企業

上 村  聡
PwC税理士法人

パートナー

高 島  淳
PwC税理士法人

パートナー

グローバル税務管理機能を有
する税務人材・最新テクノロ
ジーの引き受け

GE等のグローバル税務管理
機能（人材・ノウハウ・知見・
テクノロジー）を活かした包
括的な税務サービスを提供

包括的法人税
務サービスを
提供

写真　左： 株式会社クリーンテックとちぎ 代表取締役  安藤由紀男 様
右： 栃木県知事 福田富一 様

杉 原  篤
PwCアドバイザリー合同会社

ディレクター

GEから受け継いだ税務ノウハウ、テクノロジーを
活用し、多国籍企業グループに
フルアウトソース型法人税務サービスを提供積み重ねてきた知見で、新たな可能性を切り拓く
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よりよい社会の実現を！

自然発生的に集まったメンバーが目指す

コレクティブ・インパクト・アプローチ。

　

What we do

05
アシュアランス業務の

デジタルトランスフォーメーションを推進し

デジタル社会に信頼を築く。

What we do

04

　今、世の中のさまざまなものがデジタルトランスフォーメー

ションの波の中で変わろうとしています。 監査法人が果たして

きた役割も大きく変わっていくことでしょう。 新しい社会の仕組

みが求めるものは何か、私たちは何ができるのか ── そのた

めの変革を推進することが私のミッションです。

　キーとなるのはAIです。 例えば従来の監査では、10億件の

データから300件を抽出して分析していました。 しかも、労力

の大半がデータ収集に割かれていた。 ところが、AIなら10億件

すべてのデータからエラーの発見、分析までできてしまう。 そし

て人は、対策などのより創造的なことに注力できるようになり

ます。

　しかし、単にAIを導入すればいいというものではありませ

ん。AIは、例えるならレーシングカーのようなもの。 その性能を

発揮できるのは、サーキットのような環境と優れた運転技術が

あればこそであり、AIも環境と人が整ってはじめて価値を発揮

できるのです。

　昨年までの段階で、変革への未来図を描き、今年からは全職

員を対象としたデジタル研修をスタートさせました。 会計監査

のスキルに加え、まずはデータ解析やプログラミングの基礎的

な知識を備えることでデジタル時代の入り口に立ち、その後さ

らに教育を深化させて人材育成していく計画です。

　AI自体の研究も進めています。 どんなデータを収集すべき

なのか、質の良いデータを恒常的に集めるにはどうすればい

いか。 この変革に向けては、被監査会社の環境構築と一体的

に考えることが必須であり、被監査会社とは、新しい時代の仕

組みをともにつくるという共通意識を持ち、AI監査のテスト導

入などにも取り組んでいます。

　監査業務は、150年前から同じやり方で提供されてきまし

た。 それが今、大きく変わろうとしている。 単に新ツールを導

入するというようなレベルではありません。 “新しい監査”を生

み出すのは私たちです。 とてもワクワクしています。

宮 城  隆 之
PwCコンサルティング合同会社

パートナー

　世界市場においてESG投資が拡大し、国も企業も持続可能

な開発目標（SDGs）を起点に社会課題の解決に本腰を入れて

取り組もうとする機運が高まっています。 日本企業の多くは、そ

の重要性は認識しているものの「SDGsがもたらす事業機会を

どう活かすべきか？」あるいは「ステークホルダーからの要求が

強まり、リスクが高まるのではないか？」という受け止め方をし

ているようです。

　Social Impact Initiative（SII）は、経済的価値と社会的価値

の両立を目指すサステナブルなビジネスモデルの構築を支援

する組織です。 よりよい社会を実現させたいという熱いパッショ

ンを持った有志約40名が自然発生的に集まり発足しました。 

SDGsは、17の目標と169のターゲットに議論が集中しがちで

す。 しかし、「誰一人取り残さない」世界を目指すという基本理

念が非常に重要です。 各目標は相互に関連しており、少子高齢

化など特定の目標への取り組みでは立ち行かない課題も多く

あります。 社会で起こっている事象そのものに目を向ける必要

があります。

　社会課題の解決に、企業が単体で取り組むには限界があり

ます。 業界の垣根を越えて、複数の企業・行政・NPOなどがパー

トナーシップで価値共創を行うコレクティブ・インパクト・アプ

ローチこそが重要であり、そこでイニシアチブを発揮できるのが

コンサルティング会社だと確信しています。

　しかし、課題解決の達成は、従来のコンサルティング会社が

提供してきたロジカルシンキングスキルだけでは難しいと考え

ています。 求められるのはデザイン思考であり、未来起点の

バックキャストの発想です。 ありたい未来の姿を起点として、何

が必要か、誰ができるのかを考えていく。 未来を変えていく可能

性と意欲を持つ相手に声をかけて、コミュニケーションを密に

意思を共有しながら進んでいくのです。 すでにいくつかの取り

組みは始まっており、プレイヤーも徐々に広がっています。

　さまざまな企業や組織が課題解決に向けてそれぞれの力を

集約していくと、新しい市場が生まれることもあるでしょう。 そこ

ではPwCが培ってきたフレームワーク、知見、グローバルネット

ワークは大切なエンジンになりますが、私たちも新しいコンサ

ルティングのかたちにトランスフォームする覚悟を持って臨みま

す。 SIIでは、「ソーシャルイノベーションの戦略立案」「ソーシャ

ルインパクト評価」「ソーシャルファイナンス」を新たなソリュー

ションの軸として、企業の長期的な価値向上を支援します。

　PwCは「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決す

る」をPurposeに掲げています。 そして、SIIによる社会課題へ

の取り組みはその中核に位置するものです。 少子高齢化、地域

の過疎化、エネルギー問題等、課題先進国と言われる日本で、

世界の先頭に立って課題に取り組み、積極的に事例を発信し、

2030年のSDGs達成後の日本のプレゼンスを確固たるものに

することがSIIの目標です。

久 保 田  正 崇
PwCあらた有限責任監査法人

執行役専務　アシュアランスリーダー / 監査変革担当

パートナー / 公認会計士 / 公認不正検査士 (CFE)

AI監査ツール『GL.ai』 　グローバルでパイロット調査実施中
Audit Innovation of the Year 2017 受賞 / International Accounting Bulletin

誰一人取り残さない世界を、みんなの力で
時代に相応する新たなカタチへ
人の意識を、仕事のやり方を変革する
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Who we are

私たちは、変わりゆく社会情勢の中で、

グローバルかつ多様なクライアントのニーズを素早く的確に捉え、

複雑化する重要な課題を解決していかなくてはなりません。

そのために、私たちは一人一人が自分らしく、

その能力を最大限に発揮することを大切に、

多様な視点からイノベーションを起こし、

クライアントや社会の課題解決に貢献します。 

PwC Japanグループでは、Gender、Nationality、Disability、

Work Style Transformation、LGBTに焦点をあてて

インクルーシブなカルチャーの醸成を目指しています。

PwCのPurposeを実現する人材

女子中高生を対象とした

次世代女性リーダー育成プログラム

「Design Your Future 2019」を開催。

What we do

06

　日本の持続可能な成長と地域コミュニティ活性化を支える

うえで、次 世 代の女 性リーダーの育 成 は 重 要 な課 題です。 

PwC Japanグループでは、この分野での課題解決に向けた取

り組みとして、「STEAM教育※1」を通して次世代のイノベーショ

ン人材の育成に取り組む非営利団体・一般社団法人スカイラ

ボとの協働により、女子中高生を対象としたワークショップ

「Design Your Future 2019～デザイン思考で未来を描こう」

を開催しました。

　「Design Your Future 2019」は、固定観念から離れて解決

策を探るのに有効なアプローチである「デザイン思考」を学ぶ

プログラムで、今回は「労働力不足」「オリンピックレガシー」と

いった社会課題をチャレンジテーマに設定し、アイデアの創出

に挑戦。 ワークショップでは、参加者同士や講師との会話から

最終日のプレゼンテーションまで英語でコミュニケーションを

行い、PwCのコンサルタントとスカイラボのデザインコーチが

ディスカッションをサポートしました。

　スカイラボ代表でありトロント大学マンク国際研究所准教

授を務める木島里江氏は、「アメリカの同年代の女子と比べる

ととてもシャイな日本の女子中高生たちも、このような場で発

信する機会を与えられ、大きな自信をつけたのではないかと

思います。 さらに、勤勉さ、手先の器用さ、哲学的で創造的な

面といった日本人だからこそのよさが、最終プレゼンではいか

んなく発揮されていました。 プログラムを通して女子中高生の

マインドセットに影響を与えることができたと実感しています」

と評価しています。

　PwCの調査※2によれば、テクノロジー領域に興味を抱く女

子が少ないということが明らかになっています。 AIと人間が共

存する時代において、STEAM領域で活躍できる女性を増やす

ことは、経済・社会全体を活性化させるために必要不可欠で

す。 PwC Japanグループでは、今後も「Design Your Future 

2019」のようなファンダメンタルな機会を通じて国際競争力の

ある女性人材が育ち、「Society 5.0」の時代に1人でも多くの

女性リーダーが活躍することを目指し、スカイラボとのパート

ナーシップを続けながら、その可能性を探っていきます。

※1 STEAM教育：Science・Technology・Engineering・Mathematicsからなる
　　STEM領域にArtを加えて提唱された教育領域
※2 PwC UK調査レポートWomen in tech: Time to close the gender gap report

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/video/design-your-future-2019.html 

「Design Your Future 2019」の
セッションの様子は、
下記のURLからご覧いただけます。

森 下  幸 典
PwC Japan 合同会社

常務執行役

Corporate Responsibility リーダー

「Society 5.0」の時代に1人でも多くの女性リーダーが
活躍してくれることを目指して
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※１ 人の顔を覚えることができない障がい
※２ 聴力は正常だが、言葉の認識や騒音の中での聞き分けなどが困難な障がい

多様な人材を活かすリーダーとして果たすべき役割
 

　現在、フォレンジックサービス※のリーダーとして、60名強のス

タッフを統括しています。 女性比率約35％、外国人比率約40％

というさまざまなメンバーが集まるチームで、皆がそれぞれに自

分の能力を発揮しています。

　2年前にリーダーになってから、半年に1回の頻度で全スタッ

フとの1on1ミーティングを続けています。 メンバーの状況や様

子を確認するという意味もありますが、日頃から何でも話しやす

い雰囲気をつくっておきたいという思いで始めた取り組みです。

　ライフステージの変化などにより、特に早く帰りたいと思って

いるスタッフがいたとします。 それをなかなか言い出せない環境

だったら、サポートもアドバイスもしようがない。 話しやすい環

境というのは、制度の充実以上に大切なことだと思っています。

　今回、私は第2子が生まれたタイミングで、5日間の育休を取

得しました。 上司が率先して制度を利用する姿を見せることで、

雰囲気づくりをしたかったということもあります。 私はイクメン

という言葉が好きではないし、あえてそういった言葉で括らなく

ても、男性が育児に参加するのは当然のことだと思います。 男

性であれ女性であれ、子供の親として等しく子育てに参加する

べきだし、参加したいと考えていますので、男性が育休を取得す

ることも当たり前な組織にしていきたい。

　仕事もプライベートも充実させるためには、大切なものを

しっかりと見極めて、準備し対応することが大切です。 充実した

日々を手に入れる為の目標設定と目標管理を体現するのは、

リーダーの役割でもあると考えています。 徹底的に時間効率を

高め、目の前のことに拘泥することなく、自分の生き方や働き方

を突き詰めて考えれば、物事の優先順位は明確になってきます。 

大切なものは大切にする。 そうすることで、育休などのさまざま

な制度は、より有効的に使えるようになるはずです。

　全てのスタッフに、それを実践してほしいと思っています。 私

は、仕事と家庭のバランスを考えたとき、家庭を優先するという

考え方をよく理解しています。 また私だけでなく、PwCはその考

え方を尊重する会社です。 しかし、こういった環境づくりに終わり

はありません。 スタッフの皆さんが活き活きと活躍できる場をつ

くり続けていくことがリーダーとしての役割ではないでしょうか。

それぞれの成長を支え合えるチーム

西野　私には軽度の相貌失認※1と聴覚情報処理障がい（APD）※2

があり、コミュニケーションに難がありました。 学生時代は、自

他ともに障がいに理解がなく自信を失っていく一方でしたが、

PwCではしっかりと１対１でフィードバックしてもらえ、それを糧

に成長を繰り返すことで自分のチャンスが広がってきているの

だと感じます。 PwCで働きだしてから次第に自信が持てるよう

になり、今ではチームリーダーを務めさせていただいています。 

最近、家族にも「変わったね」と言われるんです。 それを聞いて

また頑張ろうと思う自分を少し誇らしくも感じています。

仙座　西野さんの成長は、私もとてもうれしく感じています。 実

は、西野さんが入社した当初は私がリーダーでしたが、競技活

動のために不在がちな私を早い段階からしっかりとサポートし

てくれました。 そのおかげで車いすバスケに集中できる環境が

できています。 

西野　仙座さんには、特定の人に声をかける必要がある時は

居場所を教えてもらったり、ミーティングをした後などは認識に

間違いがないか確認してもらったりしています。 集中力が必要

な業務で環境に悩んでいた時には、静かで集中できる場所まで

実際に案内してもらったこともありました。

仙座　西野さんの素晴らしいところは、自分が分からないこと

があればそれを明文化してしっかりと理解しようとすること。 そ

の姿勢は、メンバーへの的確なサポートにもつながっています。

西野　今はチームリーダーとして、障がいの種類や度合もそれ

ぞれ異なるメンバーの特性を把握できるように努めています。 

そして、適性に合った仕事をしてもらうことで、自分と同じように

成長する機会を得ていってほしいです。

仙座　私は、チャレンジドアスリートとしてデュアルキャリア（競

技活動と職業活動）に挑んでいます。 疲労や体調の管理にも気

をつけながら、少しでも時間を見つけては仕事のための勉強を

したり、両立というよりは「デュアルキャリア」という1本の道のよ

うに感じています。

西野　私たちのチームでも仙座さんの活動を応援できるよう、

広報活動を通して日頃の活躍をお伝えしています。 競技活動と

職業活動の両立は、ともに働いている立場から見て本当にすご

い。 仙座さんが私の成長を支えてくださったように、私もまた仙

座さんの成長を支えることができたらと思います。

仙座　PwCには多様な価値観を認め合える企業文化がありま

す。 さまざまな方が働いている中で「夢にエネルギーを注ぎな

がら働くのも素敵だね」と言ってもらえるよう、デュアルキャリア

を体現していきたいと思います。

大 塚  豪
PwCアドバイザリー合同会社

フォレンジックサービス リーダー / パートナー / 弁護士

Who we are
Case1: リーダーの育休取得

Who we are
Case2: 障がい者のキャリア支援

上司が率先して行動する姿を見せることで、

人それぞれの価値観を

尊重できる雰囲気づくりを。

多様な人材の中にある、多彩な可能性。

PwCには、向上心をサポートする

風土がある。

西 野  恵 理
PwCコンサルティング合同会社

OST チームリーダー

仙 座  北 斗
PwCあらた有限責任監査法人

チャレンジドアスリート

Office Support Team(OST)： PwC Japanグループでは、2015年に、グループ内各法
人におけるさまざまな業務を請け負い、サービスを提供する社内におけるアウトソー
シング組織として「Office Support Team（OST）」を立ち上げました。 OSTには、発達
障がい、精神障がい、身体障がいなど、さまざまな障がいのあるスタッフが在籍。 翻
訳、広報など、専門性を持った業務から、採用のエントリーサポートなど多岐にわたる
業務において、個々の抱えている障がいの特徴や、本人のスキルなどを踏まえて、業務
マッチングがなされ、一人一人が強みを生かして活躍しています。

※フォレンジックサービス： 不正調査、贈収賄および競争法違反の事実調査を含むリ
スクマネジメント、危機対応など広範なサービスを提供しています。 企業価値の毀損
に繋がるさまざまな問題の発生に際し、事実の解明と根本原因の究明を通じて、本
質的な問題解決を図るための支援を行っています。

PwC Japanグループは、職場に
おけるLGBTへの取り組みの評価
指標「PRIDE指標2019」において、
2018年に続き、二年連続で最高
位のゴールドを受賞しました。
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Japanese Business Network(JBN)

CO２総排出量

14,781t
社員・職員1人あたりの
CO２排出量

1.8 t

環 　 境

How we’re doing

PwC Japanグループは、世界最大級のプロフェッショナル・サービス・ファームである

PwCグローバルネットワークのメンバーファームの一員として、

常にネットワークを進化させながら成長を続けています。

数字で見るPwC

PwC Japanグループ

JBN所在国 / 拠点

36カ国 / 111カ所 
JBN人員数

817人 うち日本語対応
可能559人

参加人数

1,979人

コミュニティ活動

従事時間

20,211時間

プロボノ件数

107件

受益者・受益団体数

2,975件

社 会 活 動

LGBTアライ
ネットワーク
メンバー数

174人
（⬆前年比倍増）

ダ イ バ ー シ ティ

障がい者定着率

90%以上

業 務 収 益

法定決算ベース / グループ単純合計

■ アシュアランス
■ コンサルティング / ディールアドバイザリー
■ 税務 / 法務サービス

女性職員比率

全　体 33.2%

パートナー 8.8%

17.4%
マネージャー
～ディレクター

42.0%
アソシエイト・
シニアアソシエイト

外国籍スタッフ

出身国 39カ国

人員数 506人
2019年6月末時点に在籍している
正社員、有期雇用、Expat、一般事
業会社受入

PwC Japanグループの人員（過去5年）

PwC Japanグループの業務収益（過去5年）

人 　 員

約8,100人

2019年2015年 2016年 2017年 2018年

約7,300人

約6,300人

約5,500人
約5,000人

0

4,000

6,000

2,000

8,000

CO2排出量14,781tのうち、航空機の利用に伴う
CO2排出量11,746t（総排出量の79%）を
100％カーボンオフセット

男性育休取得率

29%
年度内に配偶者が出産した
男性のうち育休取得者の割合

さまざまな障がいのあるスタッフが在籍している
「オフィスサポートチーム」の

2018年7月1日在籍者の1年後の定着率

0

600

300

900

1,500

1,200

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

（億円）

865億円

1,223億円

1,466億円

1,647億円

クラ イアント

Fortune Global 500          に
含まれる日本企業52社の
100%にサービス提供

（PwCネットワーク全体含む）

1,024億円

100%

前年比60.3％UP

PwC Global Network

人　員

総 人 員

276,005人
※パートナー 11,464人（パートナーの女性比率は
　2006年の13%から2019年の21%へ増加）
※スタッフ Cllient service staff 222,275人
※スタッフ Practice support staff 42,266人

採 用 数

69,734人
※新卒入社の51%、中途入社の45%は女性

業 務 収 益

コミュニティ活動

参加人数

61,000人以上
従事時間

925,000 時間以上

社 会 活 動

所 在 国

157カ国

拠　点

742カ所 425社（Fortune Global 500※1企業中）

クライアント

再生可能エネルギー比率

65%
CO２総排出量

662,298 t

環 　 境

総 収 益

424 億米ドル
アシュアランス

174億米ドル
4.6%
UP

7%
UP

10.4%
UP

6.4%
UP

アドバイザリー

144億米ドル

税務・法務

107億米ドル

日本企業の海外事業支援ネットワーク

エネルギー総使用量に対する割合5％UP

1人あたりの時間数が前年比約1時間UP

※1

※2

※2

※2※3

数字は注釈のあるもの以外は全て2019年度のものです。※1  「フォーチューン誌」が発表している世界の企業売上高ランキング　 ※2  過去3年　 ※3  2019年度

52 / Fortune Global 500
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One PwC

How we do it

PwC Japanグループでは、監査およびアシュアランス、コンサルティング、

ディールアドバイザリーおよび税務、法務の卓越した

プロフェッショナルが専門性を結集し、

それらを有機的に協働させる体制を整えています。

企業の成長に向けたさまざまな機会に対して、

グローバルでの業界に関する深い知見と、

ソリューションの統合である4つのサービスプラットフォームを基に

ニーズに的確に対応した課題解決をシームレスにお届けし、

国内外におけるクライアントの企業価値向上を支援します。

組織とコーポレートガバナンス

時代の変化と混乱に直面する中、未来へ向かうためにはより一層の競争力強化と

信頼を獲得するためのイノベーションが求められています。 

そして、複雑に関連するさまざまな社会的課題の解決に包括的に取り組む必要に迫られています。

Disruption Aging Populism Trust Wealth disparity

デジタル ディスラプション 高齢化 ポピュリズムの台頭 信　頼 貧富の格差

クライアントを取り囲む環境

Service Platforms

グローバルガバナンス・リスク管理・コンプライアンス
危機管理、 内部監査、 内部統制の強化、高度化

法規制への対応
贈収賄・汚職および競争法、 マネーロンダリング防止

フォレンジック
不正調査、 贈収賄および不正競争の事実調査、 ロイヤリティ監査

リスクアナリティクス
モニタリング・データ分析支援（決算、 不正取引・不正業務など）

環境変化のスピードを上回る自社変革の実現へ
コストとビジネス戦略の合致
Fit for Growth「成長への企業変革」
全社・事業戦略、 ファイナンス戦略、組織戦略

ビジネストランスフォーメーション
デジタルファイナンス戦略立案・実行支援
調達およびサプライチェーン戦略立案・実行支援

「働き方改革」の未来：経営戦略と人事機能の連携強化
イノベーションの促進、 テクノロジーを活用したインパクトの創出

デジタルネットワーク時代のビジネス変革の実現へ
デジタルトランスフォーメーション
エマージングテクノロジー、 AI活用支援

データ&アナリティクス
異常検知・予測モデリング・シミュレーション
カスタマーアナリティクス、 ピープルマネジメント、ブロックチェーン

サイバーセキュリティ
サイバーセキュリティ監査、 内部監査支援サービス
脆弱性診断サービス、 ペネトレーションテスト
インシデントレスポンス

（態勢の高度化、ディテクション&リカバリーサービス）

ディール戦略の立案・実行そして
PMIを通じた企業価値の実現へ
M&Aの戦略・体制の強化
戦略構築、 体制構築支援、 ベンチャー投資支援

デューデリジェンス
財務、 ビジネス、 オペレーション、 不動産、 ベンダー

バリュエーション&モデリング

M&Aアドバイザリー（Financial Advisory）

M&A成立後の統合プロセス（PMI)

Risk & Regulation

Transformation

Digital

Deals
ビジネス戦略の実行を支える強固な基盤を構築

Clients

金融サービス

銀行・証券
資産運用・金融サービス
不動産 / 保険
プライベート・エクイティ
ホスピタリティ＆レジャー

製　造
流通サービス

自動車 / 重工業・産業機械
化学 / エネルギー・資源・鉱業
建設 / 消費財・小売・流通
運輸・物流 / 総合商社

医　薬
ライフサイエンス

ヘルスケア・医療・医薬
ライフサイエンス

官公庁
公的機関

中央省庁
地方公共団体
独立行政法人
外郭団体
都市・インフラストラクチャー

情報通信
メディア

テクノロジー
情報通信
エンタテイメント＆メディア

Deal Advisory  ディールアドバイザリー

PwC アドバイザリー合同会社

Assurance  アシュアランス

PwC あらた有限責任監査法人　PwC 京都監査法人

Consulting  コンサルティング

PwC コンサルティング合同会社

Legal  法務サービス

PwC 弁護士法人
Tax  税務サービス

PwC 税理士法人
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　PwCグローバルネットワークは、世界各国で運営されている

独立したファームの集合体です。 PwC ネットワーク内のファーム

は PricewaterhouseCoopers International Limited（PwCIL） 

のメンバーであり、 PricewaterhouseCoopers の名称を使用す

る権利を有しています。 PwC Japanグループの各法人は、日本

のPwCILのメンバーファームもしくはその関連会社です。 各国の

ファームはPwCネットワークのメンバーとしてそのナレッジやス

キル、リソースを共有し、国内での法制度や規制、実務への知見

の優位性を保ちながら、グローバルに展開する企業へ国際水準

の高品質なサービスを提供することができます。 PwCグローバ

ルネットワークのメンバーは同ネットワークが定める厳格な基

準を遵守し、各国のファームは業務、職業倫理、独立性、法令遵

守などに関する品質管理やそのモニタリング活動を行います。

　PwC Japanグループは、クライアントの信頼に応えるには品

質管理が最も重要だと考えています。

　アシュアランスサービスを提供する法人では国際品質管理基

準を基にした独自の品質管理体制を厳格に運用し、品質管理部

による品質管理方針の策定、その方針の手続きどおりの履行に

係る内部監査室などによるモニタリング、外部委員を交えた監

視組織によるモニタリングという三重の管理体制を敷いていま

す。 監査法人設立当初から「海外と同等以上の厳格な監査を日

本で実施する」ことをミッションだと考えています。 外部のステー

クホルダーの皆さまへ法人運営に関する透明性を確保し説明

責任を果たすため、「監査品質に関する報告書」で同法人の取り

組みを開示しています。

　コンサルティング、ディールアドバイザリーを提供する法人で

は、クライアントのニーズに応じた高品質なサービスの提供を第

一に掲げています。 各業界や技術分野の専門家をメンバーに加

えて案件ごとに最適なチームを編成し、PwCのグローバルネット

ワークと緊密に連携して情報やナレッジをアップデートしていま

す。 さらに専門家による内部品質管理評価や内部基準に従った

コンプライアンス評価を実施し、品質について内部チェックを徹

底しています。

　税務サービスを提供する法人では、クオリティレビュー・各種

リスクマネジメントポリシーに基づくチェックの他、税務行動基

準に則り法令の規定および倫理上問題のある税務上の取扱い

がないかも検証され、法令の水準を上回る品質管理が多角的

に行われます。

　法務サービスを提供する法人では、税務サービスとほぼ同じ

高い基準である内部の品質管理基準・品質管理手続の適用が

ある他、クロスボーダー案件などでは適用法令だけでなく各国

法令の趣旨・各国職業倫理規則に則り、利害関係者が十分に納

得できるサービス品質の維持・向上に努めています。

　PwCでは、PwCグローバルネットワークの情報セキュリティ部

門であるNetwork Information Security（NIS）と各国のメン

バーファームが一体となって情報セキュリティ強化に取り組んで

います。 PwCグローバルネットワーク全体での取り組みにより、

世界的に最新かつ高度な技術を用いた対策を迅速に導入する

ことができ、個々のメンバーファームが独自に取り組む場合より

もさらに高い情報セキュリティレベルを確保できるようになりま

す。 PwC JapanグループもNISと一体となってセキュリティ強化

に取り組むことにより、次世代型ファイアウォールやAIを活用し

たウイルス・マルウェア対策ソフトウェアなどの最新技術を活用

したサイバーセキュリティ対策を迅速に導入し、次々と出現する

新たな脅威に適時に対応しています。

　これらの技術的な対策に加えて、NISと統合した情報セキュリ

ティ組織およびPwC JapanグループCISOを設置し、組織的・人

的情報セキュリティ対策の導入にも取り組んでいます。 PwCグ

ローバルネットワークの統一基準による情報セキュリティアセス

メントや統一コンテンツによる教育・訓練の実施などにより、情

報セキュリティリスクの把握および社員の意識の向上に取り組

んでいます。

　このような取り組みを通して、PwC Japanグループでは、クラ

イアントの情報を守る堅牢な情報セキュリティの継続的な確保

に努めています。

監査品質に関する報告書は、下記URLをご参照ください。

PwCあらた有限責任監査法人：
https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/assurance/
transparency-report.html

PwC京都監査法人：
https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/kyoto/
transparency-report.html

私たちは、PwCを取り巻くステークホルダー、マーケットやコミュニティーへ提供する

プロフェッショナルサービスのあり方が、社会に強い影響力を持つことを認識しています。

PwCが世界のプロフェッショナル・サービス・ファームの中で際立つには、

その人材、ネットワークの広さ、遵守しているスタンダードが大切だと考えています。

高品質な業務を通じてクライアントやステークホルダーへ最適なソリューションを提供することが、

PwCのサービスへの信頼を保つために重要です。

　PwC Japanグループの各法人はPwCが定める行動規範、コ

ンプライアンスや独立性に関するポリシーを基礎とし、わが国の

法令、規則や慣習などを前提にルールを策定し遵守を徹底して

います。 全職員に行動規範、一部の法人ではコンプライアンスハ

ンドブックも掲示して周知し、インサイダー取引や贈収賄、マネ

ーロンダリングに係るガイダンスや監査人の独立性確保のため

の厳格なルールの整備・運用を行っています。 ルールの周知徹

底とより深い理解のため、入社時と年次に研修を実施し、ルール

と手続きの理解・遵守に関するパートナー・職員の宣誓書を入

手・年次で再確認しています。 管理職への昇進時には、管理者と

して特に必要なルールに関する研修も行っています。 また、各種

ホットラインを設け自浄機能の向上を図りながら、プロフェッシ

ョナル・サービス・ファームとしてさらなる信頼確保のためにパ

ートナー・マネージャー以上の職員へ有価証券取引の登録義務

を課し、一部の法人ではパートナー・職員の株式取引を原則とし

て禁止しています。

PricewaterhouseCoopers International Limited（PwCIL）：  PwCILは英国にある法人であり、クライアントへの業務提供は行いません。 
主要エリアについてのPwC全体の戦略、ブランド、品質管理に関するポリシーを作成し、適用を主導しています。

PwCグローバルネットワークのガバナンス：  各国のファームはPwCILや他国のファームの代理人として行動することはできません。 
また、PwCILが各国のファーム自身の専門的な判断の行使をコントロールすることはありません。

PwC Japanグループ行動規範
PwC Japanグループ行動規範については
下記URLをご参照ください。
https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/code.html

PwCグローバルネットワークとは

クライアントの信頼に応える厳格な品質管理

クライアントの情報を守る堅牢な情報セキュリティ

PwCの信頼の基礎となるコンプライアンスの徹底
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Putting it into action: 
PwCが大切にするValues and behaviours

　PwCのPurposeやVisionを実践するために、私たちは全世

界共通の“Values and behaviours”を共有しています。 これは

5つのValues（価値観）、15個のBehaviours（行動）から構成さ

れるもので、157カ国のネットワークに属する一人一人が日々

の業務の中でこれらを意識、実践することが求められています。

Our Leadership Team
私たちを成長させる絆

PwC Japanグループは、クライアントと社会のニーズに対し、

高い品質のサービスを提供し、信頼に根差した成長を続けていくため、

全世界のPwCで共有するValues and behavioursを胸に、

あらゆるアプローチから挑戦を続けていきます。

グループ代表

木村 浩一郎
PwCあらた有限責任監査法人
代表執行役

アシュアランス

井野 貴章
PwCあらた有限責任監査法人
執行役副代表

アシュアランス

松永 幸廣
PwC京都監査法人
マネージングパートナー

コンサルティング

足立 晋
PwCコンサルティング合同会社
代表執行役CEO

マネージング パートナー

鹿島 章
PwCコンサルティング合同会社
代表執行役会長

ディールアドバイザリー

吉田 あかね
PwCアドバイザリー合同会社
代表執行役

税　務

宮川 和也
PwC税理士法人
代表

リエゾン

Heather Swanston
PwCグローバル ネットワーク

法　務

我妻 由佳子
PwC弁護士法人
代表

マーケットリーダー

森下 幸典
PwC Japan 合同会社
常務執行役

ヒューマンキャピタルリーダー

鈴木 保晴
PwCアドバイザリー合同会社
パートナー

PwC Japanグループ 執行部

PwC Japanグループの執行部は、

各サービスライン領域を統括する責任者のメンバーで構成され、

グループ代表およびマネージングパートナーが

PwC Japanグループ全体の運営の調整的な役割を果たしています。

https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/code/
code-of-conduct.html#a1

Values and behaviours

Act with integrity CareMake a difference

Reimagine the possibleWork together
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お問い合わせ： PwC Japanグループ マーケット部
Tel: 03-6212-6810
E-mail: pwcjppr@jp.pwc.com
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