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はじめに

近年、企業は増え続けるコンプライアンスの負担を管理し、
データとテクノロジーの飛躍的な進歩に対処するための適
切な人材を求めています。企業の COVID-19環境に対する
取り組みが進むにつれて、この傾向は強まっています。

グローバルビジネスにとって、強固な事業基盤を構築するこ
とはこれまで以上に重要であることは明らかです。また、コ
ンプライアンスの推進者およびデータの収集者として、税務・
財務部門が重要な役割を果たします。

しかしながら一方で、企業の多くは、税務と財務の部門が
本来あるべきレベルに達していないと言っています。新しい
EYグローバル調査における1,013の回答者（注）ほぼ全員が、
おびただしい数の変化に対応し、法定申告や税務コンプラ
イアンスプロセスを確実に管理するため、税務・財務部門
の業務モデルを変革するアクションを取っていると述べてい
ます。企業が強固なフレームワークを構築するために取り組
む中、この変革は優先事項になってきています。

「税務・財務業務に影響を与える変化の量とスピードは容赦
ないので、税務・財務部門がコンプライアンスを遵守しな
がら、更にビジネスに対しては付加価値を与えるパートナー
になる両方を目指すなら、企業は税務・財務部門の変革を
遅らせることはできません」と EYのグローバル バイス チェ
ア（タックス）のケイト・バートンは述べています。

この課題に対応して、調査回答者の 73%は、税務・財務部
門の付加価値の創出、リスク軽減、コスト削減のために、
今後 24カ月以内に重要な活動のいくつかをコアウトソーシ
ングする可能性が高いと述べています。

（注） 11社の日系企業を含みます。サンプル数は少ないものの全体での調
査結果と違いが生じている場合には適宜説明を加えております。

 

2020年の EY タックス アンド  
ファイナンス オペレート サーベイ  
www.ey.com/tfo survey

日本語版 PDFはこちら

EY タックス アンド ファイナンス  
オペレート ソリューションの詳細  
www.ey.com/tfo

日本語サイトはこちら

http://www.ey.com/tfo survey
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ja_jp/topics/tax/pdf/tfo-survey-2020-jp.pdf
http://www.ey.com/tfo
https://www.ey.com/ja_jp/tax/tax-finance-operate


2 | 会社の利益に貢献する税務・財務部門の変革

「企業は、適切な人材とテクノロジーを利用して変化に対応
し独自の能力を構築するか、または個別業務に 100%注力
でき、円滑に進める規模も備えた外部プロバイダーと協力
するかの選択に苦悶しています」とバートンは言います。

「これは、現在の困難な時代において、多くの企業がこれま
で以上に取り組まなければならない決断事項です」と EY
グローバル会長兼 CEOのカーマイン・ディ・シビオは述べ
ています。「私たちはこの分野と自社の人材にかなりの投
資をしています。私たちは、法律や規制の変更を注視して
いる弊社の専門家に最新のツールを提供し、クライアント
が絶えず変化するコンプライアンス要件に対応する支援を
行ったり、ビジネスに付加価値をもたらす存在でありたいと
考えています」

調査は、企業が日々のコンプライアンス業務を超えて、さ
まざまな優先事項に取り組むことのできるモデルを求めて
いると示しています。「貴社組織の税務部門の最優先事項は
何ですか ?」との質問に対して、27%はコンプライアンス
の確保、22%はタックスプランニング、21%は税務部門に
よる自社の幅広いビジネスや株主価値向上への積極的なサ
ポート、16%が税務部門のコストの管理、13%が税務部門
によるデータ分析の開始を優先事項と回答しました。

はじめに

私たちはこの分野と自社の人材にかなりの投資 

をしています。 私たちは、 法律や規制の変更

を注視している弊社の専門家に最新のツール 

を提供し、 クライアントが絶えず変化する 

コンプライアンス要件に対応する支援を行った

り、 ビジネスに付加価値をもたらす存在であり

たいと考えています

「

カーマイン・ディ・シビオ 
EYグローバル会長兼 CEO

組織は複数の優先順位のバランスを取るものですが、 
コンプライアンスは税務部門の最優先事項です。

（日系企業） コンプライアンスを重視しつつ企業価値向上に資する税務部を
組成していくことを目指している傾向が見られます。

組織の
コンプライアンス
状況確認

タックス
プランニング

タックス
プランニング

幅広いビジネス
および

株主価値向上を
積極的にサポート

幅広いビジネス
および
株主価値向上を
積極的にサポート

部門のコストの
管理

部門のコストの
管理

分析結果の提供

分析結果の
提供

グローバル企業の場合 日系企業の場合

27%27%

22%21%

16%

13%

27%
18%

18%

9% 組織の
コンプライアンス
状況確認

」
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税務 ・ 財務業務に影響を与える変化の量とス

ピード は容赦ないので、 企業は税務 ・ 財務

部門の変革を遅らせることはできません

ユーロマネーインスティテューショナルインベスター社戦略
コンテンツ部門である、ソートリーダーシップコンサルティ
ングが実施した 2020年 EYタックスアンドファイナンスオ
ペレート調査によれば、企業が驚異的なペースの法令改正
やテクノロジーの変化を監視して対応し、最高のデジタル
ツールを最適に利用するためには、適切なスキルを備えた
適切な人材を適切な部署に配置する必要があると認識して
います。

同調査は、税務が企業全体に与える影響について経営幹部
へ時代に即した見識をもたらすことができるよう、税務専
門家を強化したいという明確な希望が反映されています。
また、こうした目標は、コスト意識の高い環境において掲
げられます。このレポートは、企業の税務部門が目指すべ
き目標を掲げる際に考慮すべき 5つの要素を調査すること
により、読者が自身のための最良のアプローチを決定する
のに役立つことを目的としています。

1. 進化する税務・財務担当上級幹部

2. 法令改正のスピード

3. 持続可能なデータおよびテクノロジー戦略

4. コストプレッシャーにより左右される意思決定

5. 業務を改善して人材資源を解放し、組織の付加価値の
向上とリスク低減を目指す

はじめに

ケイト・バートン 
EYグローバル バイス チェア－タックス

「

」
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必要なスキルは変化するので、人材を効果的に配置すること
が難しくなります。

進化する税務・財務担当上級幹部



 | 5会社の利益に貢献する税務・財務部門の変革

人材はあらゆる組織において最も重要な資産であり、適切な
人材を有することは、今日の税務・財務部門が直面するあら
ゆる課題を解決するために重要です。

従来、税務部門は専門的な法令知識を重んじていました。
最高の税務スタッフは、どこで業務に従事しようとも税法と
規制の知識と理解を有していました。そして、このアプロー
チがうまく機能したのは、税法が比較的安定しており、企業
は主に少数の国で事業を行い、税務申告書が主として紙で
作成され、税務当局に過去の収支の説明を提供していた時
代でした。

回答者の 83%は、税務、財務担当者のコアコンピテンシー
の組み合わせは、今後 3年間で専門的な法令知識からデー
タ、プロセス、テクノロジースキルに移行すると回答してい
ます。

また、税務専門家は、ますます積極的な姿勢で、税務デー
タとそれらの税務当局への開示がビジネスへ与える影響を
理解し、それらの影響を経営幹部に報告する必要性が高まっ
ています。

回答者は、効率のよい労働力を創出するための 3つの課題
を特定しました。

1. すでに存在するスキルギャップの拡大
 全調査回答者の 39%は、必要なスキルを持ち現代の
税務・財務部門において有用となるであろう人材を集
め、維持するのに苦労していると述べています。そして、
45%の回答者が税務担当者と財務担当者に新しい職務
とキャリアアップの機会を提供するのに苦労しています。

2. 日常のコンプライアンス業務に費やす時間が過多
 回答者の多くは、社員が日常のコンプライアンス業務
に多くの時間を費やしていると述べています（第 5章で
さらに詳しく述べます）。業務の繰り返しが多く、スキ
ルアップも得られない状況が組み合わさると、従業員は
キャリアの進歩が妨げられていると感じ、企業は既にい
る人材を失う危険性が高まります。

3. 将来に向けたスキルアップ
 現代の税務業務モデルにおいて人材を適切に得るとい
うことは、現在の従業員に将来へ向けたスキルを提供
することを意味します。研修およびスキル開発プログラ
ムは、状況に応じて改良される必要があります。場合
によっては、すでに堅固な継続教育プログラムを実施
しているサービスプロバイダーと協力して、税務専門家
にテクノロジーツールと法規制の変更に関する最新の
知識を身に付けさせることが理にかなっている場合も
あります。

「今日の税務専門家は依然として世界水準の税務の専門的
知識を備えている必要があります」とバートンは言います。
「また、データサイエンスを深く理解し、新しい電子税務申
告要件へ対応できる必要もあります。人工知能、自動化、
機械学習、データガバナンス、アナリティクスなどのツール
については熟知している必要があります」

の回答者は、税務・財務担当者は専門的な法
令知識重視から、今後 3年間でデータ、プロ
セス、およびテクノロジースキルにシフトすると
考えています（日系企業では 91%）。

83%

1: 進化する税務・財務担当上級幹部
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2新しい法律と規制導入の容赦ないスピードは税務と 
財務部門に負担をかけています。

法律および規制の変化
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デイブ・ヘルマー 
EYグローバル  タックス アンド ファイナンス 
リーダー

過去 10年間の税制および規制変更のスピードは驚異的で
あり、そのペースが鈍化する可能性はないと言っても過言で
はありません。EYワールドワイド コーポレート タックスガ
イド（EY Worldwide Corporate Tax Guide）は、過去に
発生した変更の件数を示す 1つのバロメーターです。1991
年の初版は 106の国・地域をカバーし、合計 381ページ
でした。2010年までに、915ページに増えました。2019
年には、1991年版で取り上げられた同じ国の法人税法を
説明するのに 1,352ページを要しました。

世界中に広がるデジタル

今年だけでも、世界中のかなりの数の国・地域が税制改革
を実施しており、その多くがとても広範囲なものとなってい
ます。一方、税務行政のデジタル化も進化しており、地理的
にも文化的にも遠く離れた国々であっても、例えば、ブラ
ジルからイギリスに及ぶまで、開始から完了までのコンプラ
イアンスプロセスを完全にデジタル化しています。国別報告
事項から共通報告基準、標準フォーマットによる会計デー
タ提出（SAF-T）対応により、業務負荷が増えます。

「私は 30年以上にわたって税務に携わってきましたが、法
律や規制の変化においてこれほどの大変革を経験したこと
はありません」と EY グローバル タックス アンド ファイナ
ンス オペレート リーダーのデイブ・ヘルマーは述べていま
す。「これは単に法律や新しい規則の数が多いということで
はなく、税の概念がどのようにデジタル経済や近代経済に
おける他のイノベーションに当てはめられるかという点にお
いても大変革です。そして他の分野においてもそうであるよ
うに、秩序と確実性を得るまでにはしばらく時間がかかるで
しょう」

私は 30 年以上にわたって税務に携わってきま

したが、 法律や規制の変化においてこれほどの

大変革を経験したことはありません。 これは単

に法律や新しい規則の数が多いということでは

なく、 税の概念がどのようにデジタル経済や近

代経済における他のイノベーションに当てはめら

れるかという点においても大変革です。 そして他

の分野においてもそうであるように、 秩序と確実

性を得るまでにはしばらく時間がかかるでしょう

2: 法律および規制の変化

「

」
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実際、この調査では、84%の企業が新たな電子申告要件に準拠することによる業務量の増加を予測し（日系企業においては
100%が業務量の増加を予測）、51%の企業がそうした要件が企業の税リスクプロファイルの増加につながると予測しています。

規模の拡大とコスト上昇

売上規模が 200億ドル以上の大企業は、最大の支出を想定しています。調査によると、83%の企業が今後 5年間で新要件に
対応するため少なくとも 500万ドル、44%は少なくとも1,000万ドルを費やすと示しています（調査対象全企業では 17%）。大
企業のうち 12%が、こうした対応に最低 2,000万ドルを費やす予定です。

2: 法律および規制の変化

大企業の 83%は、今後 5年間で電子申告要件に 
少なくとも 500万米ドルを費やす予定です。 

企業は業務量の増加を想定しています

  * 電子申告は、国別報告事項、標準フォーマットによる会計データ提出（SAF-T）、その他国への電子取引に関する申告を指します。
**  パーセンテージは端数処理のために合計 100にならない場合があります。

財務と税務のワークロード

グローバル企業の場合 日系企業の場合

84%の組織が、
新たな電子申告要件に
対応することで
業務量の増加を
想定しています。
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2%
14%
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35%
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1000%

0%
0%

64%

36%

大幅な増加

適度に増加

やや増加

変化なし

減少

グローバル企業の場合

今後5年間のデジタル納税申告
コンプライアンスへの推定支出

日系企業の場合

83%が少なくとも
500万ドルを支出

91%が少なくとも
100万ドルを支出

12%が少なくとも
2,000万ドルを支出

44%が少なくとも
1,000万ドルを支出
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1%
14%

39%

17%

32%

12%
0%

64%

9%

27%

2,000万ドル超
1,000万～2,000万ドル
500万～1,000万ドル
100万～500万ドル
100万ドル未満
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これは大きな金額であり、企業は新たな要件に対応し続け
るためにかなりの作業を行う必要があることを示していま
す。これらの要件を満たすコストは一度限りのものと見るこ
ともできますが、企業は切り詰められた資金調達総額の範
囲内で必要な投資を行う必要があります（第 4章で詳説）。

「これはパラドックスです」とヘルマーは言います。「企業は、
新しい法律や規制を遵守するために多くの費用をかける必
要があるだけでなく、長期的なコスト削減にも備える必要
があります」。今目標とする適切な業務運営モデルを導入す
ることは、将来的なコンプライアンス順守の成功につなが
ります。

法律および規制の変更への対応

すべての変更を把握し、その影響を理解することは、現代
の法人税務専門家に対するもう1つの厳しい要請です。企
業は、世界中の主要な法改正を監視、評価し、それに対応し、
電子申告要件を満たすための適切な人材と情報技術力を備
えていると確信を持たねばなりません。あるいは、そうし
た対応ができる人や組織とチームを組む必要があります。

2: 法律および規制の変化



10 | 会社の利益に貢献する税務・財務部門の変革

3効果のないデータとテクノロジーの導入は、 変革にとっての障壁を作り出します。

効果的なデータ活用と 
持続可能なテクノロジー戦略
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税務行政のデジタル化は、当局と企業との間の情報共有の
あり方を一変させ、企業の税務部門は、報告先である政府
と同様に、最新の情報技術を駆使しさまざまな点で最新の
情報を得ている必要があります。さらに、税務部門は既存
の会計システム内で積極的にデータ構成のデザインやガバ
ナンスに取り組まなければならなくなっています。

戦略の模索

2020年の EY タックス アンド ファイナンス オペレート 
サーベイでは、大多数の企業（73%）が、税務・財務部門
に正式な税務テクノロジー戦略を導入していることが明らか
になりました。しかし一方で、予算不足、必要な人材を採用
できないこと、持続可能なデータとテクノロジーの計画の
欠如、の三つの選択肢が税務部門の目的とビジョンを実現
するための最大の障壁として挙げられた際、回答者の 65%
が持続可能なデータとテクノロジー計画の欠如を選択しま
した。これらは企業が直面している予算および人材の確保
における課題を考慮すると、注目に値することです。

テクノロジーの非効率性

実際、現在のテクノロジーの利用は、業務効率がそれほど
高くないようです。税務部門のわずか3%が人工知能（AI）
や機械学習などの革新的なテクノロジーを広範囲に利用し
ており、15%の企業はそれらをまったく利用していません。

変革戦略の一環としてデータ収集やテクノロジーに投資して
いない企業は、税務部門の長期的な目的やビジョンを達成
する能力を自ら制限してしまっています。さらに、スプレッ
ドシートの多用は、複数のデータソースやシステムが税務目
的用に正しく設計されていない結果がもたらすことがよくあ
ります。エンタープライズシステムの最大限活用が有能で付
加価値の高い税務部門を求める企業に大きなメリットをも
たらすことができるでしょう。

ビジョンの実現に苦労している企業が、必要とされる全社
的な税務テクノロジーを開発し、それを最新の状態に保つ
ためにすべきことを検討する必要があることは明らかです。
こうしたロードマップで、既存のデータ収集に対する確実な
理解を得て、社内、外部ベンダーまたはハイブリッドアプロー
チを問わず、必要なテクノロジー技術を調達する方法を定め
る必要があります。

「基本的なコンプライアンス義務を果たすと同時に法律や規
制の変更に対応し、テクノロジーにも遅れを取らないように
することは、あまりにも困難で不可能に感じることがあるか
もしれません。またテクノロジーがすぐに時代遅れになるか
もしれないことを恐れて、導入の決定に自信を持てないこと
がよくあります。勿論、これらに対応している企業もありま
す。しかし、私たちは、多くの企業がこうした問題に熱心に
取り組むサービスプロバイダーとの協働が好ましいと思うよ
うになっていると感じることが著しく増えてきました」とヘ
ルマーは述べています。

の企業は、持続可能なデータとテクノロジーの
計画を立てていません。

65%

3: 包括的なデータと持続可能なテクノロジー戦略
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4回答者の大多数が今後 2年間で税務・財務部門のコストを 
削減することを計画しています。

コストプレッシャーによる意思決定の推進
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本調査の回答者は、新たな電子申告要件を満たすために一
時的に費用が増加することを予想していますが（第 2章）、
大多数がコスト削減プレッシャーが長期にわたって続くだろ
うと予想しています。

コスト削減

回答者の 79%が今後 2年間で税務・財務部門のコストを
削減することを計画しています。平均的なコスト削減率は
8.6%と予測されています。この傾向は大企業でより顕著で
あり、86%がこうしたコスト削減を想定しています。

削減の閾値

注目すべきことに、回答者は、税務部門の特定の業務を第
三者に対応させる場合、平均で 8%のコスト削減となるだろ
うと述べています。この相関関係は、アウトソーシングまた
はコアウトソーシングが 8.6%のコスト削減目標を達成でき
るなら、当然解決策のひとつとして考慮されるであろうこと
を示唆しています。組織全体として自社対応、アウトソーシ
ングのどちらを好むかは依然として決定要因のひとつです
が、一方特定の業種では社内でコスト削減を選択する傾向
にあります。

企業の目標とする業務運営モデルを近代化しようとする試
みは、変化のペースが鈍化することはないため、永遠に続
く課題です。企業はすべてのコンプライアンス義務を履行
するため、社内組織で継続的に課題に取り組むか、あるい
は人材、テクノロジー、プロセスを最新の状態に保つこと
に特化した外部ベンダーを雇うかの決断をする必要があり
ます。

コスト削減目標の平均値は、前回の報告書よりも高くなって
おり、前回の報告書では、77%の企業が今後 2年以内の
コスト削減目標を 6%と予測していました。この継続性は重
要であり、コスト削減は継続しており、今後増える可能性の
あるプレッシャーポイントであることを示しています。

の回答者は、今後 2年間で税務・財務部門の
コストを削減することを計画しています。

79%

企業は、 独自の税務対応機能を構築するか、

またはタスクに 100% 焦点を当て成功のための

規模を備えた外部プロバイダーと協働するか

の選択に苦悶しています

4: コストプレッシャーによる意思決定の推進

ケイト・バートン 
EYグローバル バイス チェア－タックス

「

」

（参考）
日系企業の回答者の 64%がコスト削減を検討していると回答
し、その削減目標値は総じて全世界平均より低くなっています。
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5適切な人が適切な場所で適切な仕事を行うことは、 業務上不可欠です。

業務改善の必要性
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Today

62%

38%

Routine compliance 
activities*

High-value /                   
high-risk activities**

Ideal future state

54%

46%

*Routine compliance activities include data collection and processing, workpaper preparation, tax returns and reconciliations.
**High-value/high-risk activities include planning, strategy, communication and risk management.

最後に、本調査はほとんどの税務・財務担当幹部がさらに
多くの対応を目指していると明確に述べています。彼らは、
従業員が企業にとって付加価値のあるパートナーになり、収
益を改善する洞察を提供してくれることを望んでいます。時
間や手戻りの多いコンプライアンス業務から従業員を解放
することがそれを実現する重要なステップです。

人材の解放

回答者は、税務・財務担当者が日々のコンプライアンス業
務に時間をかけすぎ（ほぼ 3分の 2）だと感じている、と
述べています。新たに生じた税務要件と広範囲な金融規制
から業務量の増加が想定されており、こうした状況はさら
に悪化するだけでしょう。

全体として、企業は、税務・財務チームが日常業務に費や
す時間を少なくすることを望んでいます。これは、より規模
の大きい企業でより顕著であり、日常のコンプライアンス
業務に費やす時間は 51%が目標となっているにもかかわら
ず、実際には 66%の時間が費やされています。

5: 業務改善の必要性

コンプライアンスに費やす時間を削減するという必要性が
示されている背景にあるのは、回答者の大多数（83%）が
今後 3年間で、税務・財務担当者の主要な税務専門的能力
は、より多くのデータの収集、プロセスおよびテクノロジー
スキルが含まれるようになると想定している点です。

売上が 200億米ドル以上の企業の場合、この数字は 96%
にのぼります。このことは、特に複数の国・地域で事業を
展開している場合、大企業はより複雑で絶えず変化しうる
課題に直面しているという見解を強めるものです。

こうした人々が能力を最大限に発揮できるようにするには、
これらの目的をサポートする技術的プラットフォームを構築
するか、あるいはすでにその機能を備えているベンダーと
協力するかを選択する必要があります。繰り返しになります
が、これは各企業のニーズ、予算、リスクへ挑戦する意欲
に基づき特に個別に決定されるべき事項です。

価値の高い活動やリスクの高い活動に時間を費やすことを 
好む税務・財務チーム

  * 日常のコンプライアンス活動には、データの収集と処理、調書作成、税務申告、データ突合などがあります。
** 価値の高い /リスクの高い活動には、プランニング、戦略、コミュニケーション、リスク管理などがあります。

（参考）
日系企業の回答者の 91%
がアウトソース・コアウト
ソースを利用・検討してお
り、各国における税制改
正、徴税強化の環境のも
と増大するコンプライアン
ス業務を適切に管理しな
がら理想的な管理体制を
構築しようとしています。

今日

日常のコンプライアンス
活動 *

価値の高い /
リスクの高い活動 **

理想的な将来の状態
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企業がどのように税務・財務部門を運営するか、という課
題は、永遠に続く必要な変化に常にさらされているほぼす
べての企業がこのことを認識しており、変革の過程にある
と述べています。

大多数の企業が引続き業務変革していることは良いことで
すが、理論上の戦略と変更と実際に行われる現状との間に
は不整合があり、こうした戦略がどれほど持続可能なのか
についても疑問が残ります。

本調査の結果を踏まえると、企業が現在も将来的にも税務・
財務業務全体を広範囲に見渡し、サイロ化されたコンピテ
ンシーではなく、まとまりのある統一体として業務に対応す
る必要があることは明らかです。同様に、アウトソーシング
とコアウトソーシングは重要な役割を果たすと思われます。

すべての企業は、右に掲げるガイドを参照して、自らが進む
べき道を選ぶ必要があります：

1. 現在の目標とする業務運営モデルを精査する。今こそ、
コスト管理、価値創造、リスク管理など自社の優先事
項を検討して、税務・財務部門がビジネス戦略全体にど
のように貢献できるかを検証するときです。これらの優
先事項が明らかになれば、人材とテクノロジーのギャッ
プを特定し、現在のモデルが将来どの程度持続可能な
のかを判断することが容易になります。

2. 何を構築するかを決定する。一般に、税務・財務業務を
引き続き社内で行うには、既存の人材、データプロセ
ス、テクノロジーを最適化するために、ある程度の社
内変革が必要です。企業によっては、例えば税務係争
のプランニングや管理など、より価値が高くベスト・イ
ン・クラスと見なす業務を社内で継続することを決定す
るかもしれません。しかし、企業はより有用性が高く統
制のきく状態でこれらの業務を遂行できるか確認する
必要があります。

3. 何をコアウトソーシングするか決定する。企業によって
は、一部の業務、特に税務申告義務の履行、規制当局
への提出、データ収集など、より単調な業務をコアウト
ソーシングする方が良いと判断する場合があります。こ
れらの業務をコアウトソーシングすることで、集中処理
による低コストや第三者の利用が実現できるかもしれ
ません。

4. 適切な組合せを見つける。多くの企業は、ハイブリッド
アプローチが自社にとって適切であると判断し、重要と
みなす一部の税務・財務部門業務を社内で継続し、他
の業務をコアウトソーシングする決定を行うでしょう。
適切なハイブリッドアプローチにより、効果と効率の
両方を最大化できる一方、従業員が収益に貢献する業
務に注力することにより、企業にとって付加価値のある
パートナーになるよう強化することもできます。

第三者へのコアウトソーシングにより、税務コスト総額を削
減し、予測不可能な IT費用を管理することができるように
なるうえ、社内リソースをより戦略的な業務へ移すことがで
きます。また、絶え間なく変化する世界に対応するため、ベ
ンダーが必要な人材とテクノロジーに対して行っている継続
的かつ多額の投資から得られるサービスを企業が活用でき
るようになります。

進むべき方向性
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調査について

お問い合わせ

の世界中の税務・財務担当上級幹部 
からの知見

1,013人 
2020年の EY タックス アンド ファイナンス オペレー
ト サーベイでは、税務・財務部門が今日の急速に変化
する環境にあってどのような影響を受けているかを理
解するために、世界各国 1,013人の税務・財務担当上
級幹部から知見を集めました。本調査は、ユーロマネー
インスティテューショナルインベスター社戦略的コンテ
ンツ部門であるソートリーダーシップコンサルティング
が匿名で実施しました。

回答者のプロフィール：

42 の国・地域

17 の産業

835  の上場大企業

デイブ・ヘルマー
David Helmer

グローバルTFOリーダー
david.helmer@eyg.ey.com

ジル・シュイ―ターマン
Jill Schwieterman

アメリカス（北・中・南米）TFOリーダー
jill.schwieterman@ey.com

福澤 保徳
Yasunori Fukuzawa

ジャパン TFOリーダー
yasunori.fukuzawa@jp.ey.com

ティム・スティール
Tim Steel

EMEIA
（欧州、中東、インド、アフリカ）
TFOリーダー
steel@uk.ey.com

ジョン・ドベル
Jon Dobell

アジア・パシフィック TFO リーダー
jon.dobell@au.ey.com

宇野 嘉晃
Yoshiaki Uno

ジャパン ペイロールオペレート 
リーダー
yoshiaki.uno2@jp.ey.com

1,013 人の税務・財務担当上級幹部
（11社の日系企業担当者を含む）
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