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より良い社会の構築を目指して

EYは、深い洞察と高品質なサービスの提供を通して、世界中の資本市場や

経済活動に信頼をもたらします。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応える

チームを率いるリーダーを生み出していきます。そうすることで、構成メンバー、

クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献します。

Building a better
working world
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私たちは長期的価値（Long-term value）の考え方につながるBuilding a better working 
world（より良い社会の構築を目指して）というパーパスを掲げています。社会を顧みない資本主
義から、社会を考えた資本主義へ。そして、環境、人、企業にとって良い効果をもたらす社会へ変
えていきたいと考えています。

ただし、パーパスを掲げるだけでは意味はありません。各人が共鳴してこそ、その効果を発揮しま
す。では、どうすればパーパスを個々に根付かせることができるのか。それには「自分にとってパー
パスとは何か」を考え、理解し、自らが実行していく必要があります。

例えば、消費財業界にとって良い世界をつくるとはどういう意味なのか。あるいは、ライフサイ
エンスを活用して、どうすればより良い社会をつくることができるのか。セクターごとに問いかけ
て、聞く。そうした草の根的な取り組みから、EY Japanメンバー個々人がパーパスを自分ごととし
て考え、行動できるように取り組んでいます。特に環境が速いスピードで変化している今、私たち
は社会やクライアントのニーズに応えるべきであるし、応えていけるように変化していかなけれ
ばなりません。

私たちのもとにはパーパスに共鳴した多くのプロフェッショナルが世界中から集まっています。
EYはプロフェッショナル・ファームであり、ビジネスを通して社会に貢献することを目指していま
す。これからも私たちの知見や経験、そしてグローバルネットワークを活用し、EYは一丸となって
クライアントの皆さまの課題解決に努めてまいります。

EY Japanリージョナル・アカウンツ・リーダー 
LTV推進室リーダー

瀧澤 徳也

今、世界的にサステナビリティへの動きが加速する中、日本でもSDGsなどに向けた取り組みが本
格化しています。あらゆる分野で社会的利益が重視され、ビジネスにおいても多様性を推進し、
企業活動における真の価値を追求しながらより良い社会の構築に貢献することが求められてい
ます。

ただ、世界が指数関数的に変化を遂げている一方で、日本は他国に後れを取っている場面も見受
けられます。例えば、ビジネスでの商品やサービスの開発においては日本市場を重視しがちで、サ
プライサイドの考え方が強い傾向にあります。しかし、これからはより多角的な視点から、グロー
バル社会が抱える課題やニーズに合わせたビジネスへ軸足を移していく必要があります。

日本は少子高齢化など他国に先んじた課題を抱えています。だからこそ、国内で構築される
ソリューションを世界的視点で改良し、海外を含めたグローバル社会をリードしていくチャンス
があります。日本企業には、自身が気づいていない強みがまだまだたくさんあります。

次世代が誇りに思える、グローバルな社会に貢献できる日本の社会を目指したい。EYはプロ
フェッショナル・ファームとしてBuilding a better working world（より良い社会の構築を目指
して）というパーパスを掲げています。社会における「長期的価値（Long-term value）」をクラ
イアントの皆さまと一緒に考え、その実現に貢献していく。そのために世界に張り巡らされたEY
のグローバルネットワークを生かした幅広い視点、そして最先端のテクノロジーを活用し、今後も
クライアントの皆さまのあらゆる経営課題の解決をサポートしていきたいと考えています。

EY Japan チェアパーソン兼CEO
ジャパン・リージョナル・マネージング・パートナー（RMP）

貴田 守亮

Top message
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EY  Japanについて
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EY Japanは、EYの日本におけるメンバーファームの総称です。EY新日本有限責任監査法人、
EY税理士法人、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社などから構成されています。
なお、各メンバーファームは法的に独立した法人です。

数字で見るEY Japan

ゴールド4年連続受賞
PRIDE指標

※ 任意団体work with Prideによる LGBT に 
関する企業の取り組み指標。 
2016年はEY税理士法人、以降はEY Japanで受賞。

7.8%
FY19からFY20の人員数の推移

8,780名
FY20人員数

約1,403億円
FY20の収益

7.8%
FY19からFY20への収益の推移

• EY新日本有限責任監査法人

• EY税理士法人

• EYストラテジー・アンド・コンサルティング
株式会社

EY Japanのリ－ガルエンティティ

• EYビジネスパートナー株式会社

• EY行政書士法人

• EY社会保険労務士法人

• EY弁護士法人

• EYソリューションズ株式会社

• EYフォレンジック・アンド・インテグリティ
合同会社

• EY Japan株式会社

• EYジャパン合同会社
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Assurance
全国に拠点を持ち、日本最大規模の人員を擁する監査法人が、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アド
バイザリーサービスなどを提供しています。

監査・保証業務
• 会計監査（法定監査・任意監査）　
• 各種分野の保証業務　

企業成長サポート
• ショートレビュー　▶　財務諸表監査　
• IPO戦略策定支援

FAAS（財務・会計アドバイザリー）
•  会計・財務報告
• トランザクション
• 財務サポート・ガバナンス対応
• 財務会計ツール・財務プロセス・財務分析

Forensics（Forensic & Integrity Services）
• 不正調査
• Integrity（誠実性）向上のためのテクノロジーを
活用したグローバルコンプライアンス体制・子会社
不正リスク対応支援

• Technology Services　▶　金融犯罪対応支援

気候変動／サステナビリティ（CCaSS）
• 人権に関するアドバイザリー・サービス
• 持続可能なサプライチェーン管理体制構築支援
• サステナビリティデータ第三者保証および統合報告
に関する支援

• 環境・労働安全衛生アドバイザリー 
サービス

EY Japanの主なサービス

Tax
日本国内外の企業・個人に対して、税務アドバイザリーおよび税務コンプライアンスにおいて、EYの豊富な実績
とテクノロジーを最大限に活用し、クライアントの期待に応えるサービス提供を心掛けています。

企業税務アドバイザリー・税務コンプライアンス
• 国内の企業税務および連結納税に係る税務アドバイス
• 法人の各種税務申告書作成
• 経理、税務、給与計算のアウトソーシングサービス
• グローバル税務管理体制の構築支援

国際税務戦略およびM&A・組織再編
• 移転価格ポリシーの策定や移転価格文書化作成支援
• 国内外のM&Aにおける税務デュー・デリジェンス
サポート

• M&A時の買収ストラクチャリングおよびM&A後
における統合ストラクチャリング支援

間接税戦略
• 関税プランニングおよびコンプライアンス支援
• 消費税最適化に向けた実行支援
• 海外 VAT・GSTに関するアドバイス

グローバル規模の人材マネジメント
• 国内外の個人所得税申告およびビザ取得などの支援
• PE認定に関するアドバイザリー業務
• 役員報酬および株式報酬に関するアドバイス

Managing Partner
Assurance

片倉 正美

Managing Partner
Tax

蝦名 和博
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EYは、アシュアランス、税務、ストラテジー・アンド・トランザクションおよびコンサルティング
の4つの主要分野における世界的なリーダーであり、グローバルにサービスを展開しています。
また、さまざまな業界特性に応じた業種別のチームを有しており、専門性の深度が求められる
企業課題には、それぞれのサービスと連携しながら、各種専門家チームが対応し、クライアント
の課題解決と成長を支援しています。

Consulting
クライアントの皆さまが変革の時代（Transformative Age）にもさらなる飛躍を目指し成長し続けられるよう、　
EYの優れた連携力を持つコンサルタントが支援します。

ビジネスコンサルティング
• ビジネストランスフォーメーション
• ファイナンス
• サプライチェーン &オペレーションズ
• エンタープライズリスク
• テクノロジーリスク

テクノロジーコンサルティング
• テクノロジーソリューションデリバリー
• テクノロジートランスフォーメーション
• データ &アナリティクス
• デジタル &エマージングテクノロジー
• サイバーセキュリティ

ピープルアドバイザリーサービス
• ワークフォースアドバイザリー
• 統合型ワークフォースモビリティ

クロスセクター
• ストラテジック インパクト ユニット
• ジャパン アウトバウンド ビジネス
• ストラテジック バリュー エンハンスメント

※各サービスラインの詳細は、QRコードからご覧ください。

Managing Partner
Strategy and Transactions

梅村 秀和

Managing Partner
Consulting

小池 雅美

Strategy and Transactions
戦略、買収・合併（統合）・セパレーション、パフォーマンスの再構築、コーポレート・ファイナンスに関連した経営
課題を独自のソリューションを活用し、企業成長を支援します。

EY パルテノン
• ストラテジー
• トランザクション・ストラテジー・アンド・エグゼ
キューション

• ターンアラウンド・アンド・リストラクチャリング・
ストラテジー

トランザクション アンド コーポレートファイナンス
• トランザクション デリジェンス
• バリュエーション、モデリング &エコノミクス
• リード アドバイザリー

国際税務トランザクション サービス
• 国際法人税務 アドバイザリー
• トランザクション・タックス・アドバイザリー
• 移転価格 アドバイザリー
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その他サービス

Japan Business Services（JBS）
日本企業における事業のグローバル化に伴い、日本企業の海外子会社などの重要性が高まってきてい

ます。EYのグローバルネットワークとJBSのネットワークを最大限に活用し、世界の70を超える

主要都市から約450名の日本語対応可能なプロフェッショナル（うち駐在員約100名）が、各国に事

業展開する日本のグローバル企業にシームレスなサービスを提供します。

JBS
ネット
ワーク

グループ親会社

親会社担当チーム
現地 EYのチーム

海外グループ拠点

海外各地日本国内

Sector（業種別）  
専門性の深度が求められる企業課題に対応するために、EYはさまざまな業界特性に応じた業種別の

チームを有しています。各サービスチームと連携し、グローバルな視点と実行力で最適なサービスを

提供いたします。

製造業・化学
Advanced Manufacturing

銀行・証券
Banking & Capital Markets

消費財・小売
Consumer Products & Retail

ガバメント・パブリック
Government & Public Sector

ヘルスケア
Health

保険
Insurance

ライフサイエンス
Life sciences 

メディア・エンターテインメント
Media & Entertainment

鉱業・金属
Mining & Metals

自動車・運輸
Mobility

石油・ガス
Oil & Gas

電力・ユーティリティ
Power & Utilities

不動産・ホスピタリティ・建設
Real Estate, Hospitality & Construction

テクノロジー
Technology

テレコム
Telecommunications

商社
Trading house

アセットマネジメント
Wealth & Asset Management
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EY Japanの活動、取り組み 

EY Entrepreneur Of The Year™ 

EY Entrepreneur Of The Yearは、1986年にEYにより創設された、新たな

事業領域に挑戦するアントレプレナーの国際的な表彰制度です。世界に進出

する起業家の支援、コミュニティーの形成など、次代を担う起業家のサポート

を推進しています。現在、約60カ国で開催されており、世界で最も名誉

あるビジネスアワードのひとつとして認知されています。

EY Entrepreneurial Winning Women™  

EY Entrepreneurial Winning Womenは、組織をリードする女性起業家が、

障壁を乗り越え、事業を拡大し、グローバルのマーケットリーダーへの成長を

助けるために、2008年に米国で始まりました。当プログラムを通した女性

起業家ネットワークは、現在では、65カ国以上、500名以上に及びます。

EY Ripples 

EY Ripplesは、コミュニティに向けた取り組みを拡大し、さらに注力する

ためのCorporate Responsibility（CR）プログラムです。

EY Ripplesを通じ、「次世代への支援」と「社会的に影響力のある起業家と

の協働」、「持続可能な環境への取り組み」にフォーカスした活動を行ってい

ます。世界の人々の生活をより良いものにしていくことを目標とし、私たち

プロフェッショナルが持つ知識、スキル、経験を最大限に活用しながら、新

たな価値を生み出しています。

wavespace™ 

wavespaceとは、変革の時代においてクライアントと共に成功を収めるため

に新しいアイデアを模索する、革新的、創造的、そしてデジタルな空間です。

世界の20カ所以上にフラッグシップとなる拠点が置かれており、その先進

技術をもとにネットワーク全体でシームレスに連携し、最適なサービス、

アイデアおよびイノベーションを日本のクライアントに提供します。
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EYについて

Global

Area
（Asia-Pacific）

Region
（EY Japan）
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Global
EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド（Ernst & Young Global Limited）のグローバル
ネットワークです。Americas（北・中・南米）、Asia-Pacific（アジア・パシフィック）、EMEIA（欧州・中東・インド・
アフリカ）の3つのエリアから成り立っています。

Asia-Pacific
EY Asia-Pacificは6つのリージョン（Japan、Greater China、Oceania、FSO APAC、ASEAN、Korea）、
23の国や地域から成り立っているエリアであり、EY Japanはこのエリア内で最大のリージョンです。成長を
続けるAsia-Pacificにおいて、私たちは豊富な人材リソースや専門能力の活用、デジタル投資の強化を通じ、
日本からアジア太平洋地域、さらには全世界へと事業展開を加速するクライアントの皆さまに、スピーディー
かつ充実したグローバルサービスをご提供します。

298,965名
FY20人員数

58,960名
FY20人員数

4.1%
FY19からFY20への収益の推移

8.2%
FY19からFY20への収益の推移

372億米ドル

FY20の収益

58億米ドル

FY20の収益

2019年7月1日、EY JapanがEY Asia-Pacificエリアに正式に参画したことを受け、世界で最も連携したプロフェッ

ショナル ・サービス・ファームを目指す私たちEYの数々の変革に、 新たな 1ページが刻まれました。

急速に進化するテクノロジー、グローバル化、少子高齢化。 かつてない課題に直面している企業はいま、イノベー

ションを通じて自ら創造的な破壊を起こさなければ変化に取り残される、 というプレッシャーの中で事業活動を

展開しています。

EYは、 Building a better working world （より良い社会の構築を目指して） をパーパスに掲げ、 多様性に富む

チーム編成で、 最高の品質と最高のクライアントサービスを日々追求しています。 EY全体としての投資と 1つの

戦略で支える革新的なサービスを通じ、 クライアントの皆さまが日本のみならず世界で成功し続けられるよう

に支援します。

EY Global Chairman and CEO 
Carmine Di Sibio

アジア太平洋地域は、 世界の経済成長をけん引する原動力として注目を集めており、 国際通貨基金 （IMF）
の試算によると2019年のGDP成長率は5.4％、 全世界の3分の2に相当する巨大な経済圏です。

この度、 EY JapanがEY Asia-Pacificに正式に参画したことは、 この勢いある地域でクライアントの皆さまの成

長を強固に支えたい、 という私たちの強い意志に他なりません。

イノベーションとディスラプションのハブとして活気あふれるアジア太平洋地域で、 私たちEYは、 クライアント

の皆さまが現在そして未来にわたって機会をつかみ、 手にした機会を最大限に生かせるよう支援していきます。

EY Asia-Pacific Area Managing Partner 
Patrick Winter

※参考："Global review 2020" website,ey.com/ja_jp/global-review/2020/facts-and-figures
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EYについて
EYは、「Building a better working world（より良い社会の構築を目指し
て）」をパーパスとしています。クライアント、人々、そして社会のために長期
的価値を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。

150カ国以上に展開するEYのチームは、データとテクノロジーの実現によ
り信頼を提供し、クライアントの成長、変革および事業を支援します。

アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトランザ
クションの全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた課
題提起（better question）をすることで、新たな解決策を導きます。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネッ
トワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバー
ファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・
リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供してい
ません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法
令により個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacyをご
確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令により禁止されてい
る場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、
ey.comをご覧ください。

EY Japanについて
EY Japanは、EYの日本におけるメンバーファームの総称です。EY新日本
有限責任監査法人、EY税理士法人、EYストラテジー・アンド・コンサルティン
グ株式会社などから構成されています。なお、各メンバーファームは法的に
独立した法人です。詳しくはey.com/ja_jpをご覧ください。
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本書は一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、会計、税務およびその他の専門的
なアドバイスを行うものではありません。EY Japan株式会社および他の EYメンバーファームは、
皆様が本書を利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。具体
的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
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