
未来の資産運用に
向けて改革する
EY Japan ウェルス＆
アセットマネジメントセクター



EYのソリューションが、
資産運用の新たな時代の
道を切り開きます

資産運用ビジネスは、金融危機後もますます多様化する投資家の

需要や新規参入者の増加、変動する市場、規制の強化を背景に、

常に改革の波にさらされています。しかしそれは、ビジネスの新

たな発展を実現するチャンスでもあります。

EY Japanのウェルス＆アセットマネジメント（WAM）セクターは、

資産運用業界での豊富な知識と経験を有する日本有数のプロ

フェッショナル集団です。国内大手運用会社や外資系運用会社、

ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティを中心に、多数の

アセットマネジメント会社、そのファンド（投資信託、REIT、投資

事業組合、インフラファンドなど）および年金基金に対して、個々

のクライアントのあらゆるニーズにお応えする多岐にわたるサー

ビスを提供しています。

EYのパーパスであるBuilding a better working world（より

良い社会の構築を目指して）の実現に向けて、EYのグローバルネッ

トワークを活用した付加価値の高いサービスの提供に加えて、変

革に直面する資産運用業界におけるクライアントの皆さまの課題

解決や業界のさらなる発展に貢献します。



資産運用業界の経営アジェンダとEYのソリューション

ビジネス
トランスフォーメーション

カスタマー＆グロース
（顧客期待と成長）

新たな市場参加者がいる時代に、
高まる顧客からの期待に応え、
デジタルも活用して発展して
いくには、どうしますか？

　　　　　　　　　▶ デジタルクライアント
　　　　　　　　サービス最適化支援

　　　　　　▶ マーケティング
　　　　　　トランスフォーメーション 

　　　　▶ ファンドスキームに関連する
　　　　 クロスボーダー課税 

　　▶ 受益者に関連する税制の運用・報告
　　 （FATCA、QI、CRS） 

　　　　▶ コマーシャル・エクセレンス・
　　　 　カスタマー・エクスペリエンス

　　　　　　　  ▶ プロダクト＆サービス・
　　　　　　    イノベーション 

エンタープライズ
プロテクション（企業保全）
サイバー攻撃やマネーロンダ
リングをはじめとするさまざま、
かつ、グローバルな企業リスク、
法令順守そしてビジネスの
サステナビリティへの課題を
どのように解決しますか？

　　　　　　　　　▶ リスク管理強化

　　　　　　　▶ サードパーティー
　　　　　　　リスク管理

　　　　▶ 金融犯罪対策
 　　 　  （KYC、AMLを含む）

▶ サイバーセキュリティ

組織・人材マネジメント
組織生産性の向上や多様化の推進、
働き方改革への対応といった、
組織や人材マネジメントの
課題をどのように
解決しますか？

     ▶ 人事・組織の変革戦略支援

▶ 組織・人材マネジメント支援

業務の効率化＆
データガバナンス
バリューチェーン全体において、
付加価値を付けながらも
どのように効率性を改善し、
企業のガバナンスを強化しますか？

ESG

▶ データトランス
フォーメーション

　▶ データマネジメント

　　▶ システム導入支援

　　　▶ データガバナンスモデル

　　　　▶ マネージドサービス

　　　　　▶ タックス・アドバイザリー・
　　　　　サービス

　　　　　　▶ リーガル・アドバイザリー・
　　　　　　サービス

        ▶ ESG戦略策定支援

    ▶ ESG成熟度・ギャップ評価

▶ ESGガバナンス構築支援

▶ ESGレポーティング支援

    ▶ ベンチマーキング

経営者

　　　　▶ ペーパーレス 

　　▶ M&A、リストラクチャリング
　　　事業戦略

▶ 市場参入戦略

▶ ターゲットオペレーティングモデルの
　デザインと導入支援

　　▶ テクノロジートランス 
　　 フォーメーション

　　　　▶ プロセスオートメーション

経営アジェンダ 経営アジェンダソリューション ソリューション

変わりゆく世界の中で、マージンの
下げ圧力、グローバリゼーションの
課題にどのように対応し、
どのような未来を描きますか？

社会や顧客のESGに対する
期待に応えるために、
どのような戦略で臨みますか？



EY JapanのWAMセクター

デジタル
EY JapanのWAMセクターは、クライアント企業のデジタル戦

略の立案、デジタルツールやシステムの開発や実装を支援しま

す。また、業界の専門知識とデータアナリティクス技術を駆使

し、クライアントの膨大なデータセットを活用したビジネスパ

フォーマンスの評価・最適化を行い、事業上の課題や成長機

会を見いだすデータドリブンなソリューションを提供していま

す。監査業務では、EY独自に開発した専用のアプリやデジタル

プラットフォームによって高品質かつ効率的な監査サービスを

提供し、クライアントを支援します。

セクターフォーカス
EY Japanは、各業種に特化した組織（セクター）を組成し、EYの
グローバルチームとも緊密に協働しながら、ナレッジの蓄積を図っ
ています。EY JapanのWAMセクターは、資産運用業界での経験
豊富なプロフェッショナルで構成されており、専門的な知見と最新
のナレッジを基に、クライアント企業のLong-term Value（長期的
価値）の創出に貢献します。

グローバル
EYの強みは、世界で2万人を超える資産運用プロフェッショ
ナルのグローバルネットワークを活用して、各国の専門家が
常時連携し、クライアントの課題解決に向けた最新かつ最良
のソリューションを提案できることです。国内外における新
たな規制や実務などに対しても、最新の情報を収集・共有し、
それぞれのクライアントに最適な対応策を提供しています。

Global Wealth & Asset Management network
プロフェッショナル数

主要なグローバル資産運用会社にサービスを提供

Asia-Pacific

4,700人

監査
トップ50社のうち
20％の企業

ストラテジー・
アンド・
トランザクション
トップ25社のうち
40％の企業

税務
トップ25社のうち
88％の企業

コンサルティング
トップ25社のうち
80％の企業

Americas
（北・中・南米）

5,300人

EMEIA
（欧州、中東、インド、アフリカ）

11,100人

実績
EYは、最新のテクノロジーやこれまで培ってきた知見を通して、
国内外で監査、税務、コンサルティング、ストラテジー・アンド・トラ
ンザクションに関する各種サービスをワンストップで提供します。
また、SOCやGIPSなど、ウェルス＆アセットマネジメントに関連す
るさまざまなサービスもグローバルに展開。グローバルな資産運
用会社をクライアントに抱え、国内外の大手企業に高付加価値か
つ高品質なサービスを提供しています。
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EY Japanウェルス＆アセット
マネジメントセクターに関する
最新の情報は、QRコードから
ご確認ください。

ey.com/ja_jp/wealth-asset-management

出典：Willis Towers Watson、2019年

EY | Building a better working world
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
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専門家にご相談ください。
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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。

http://ey.com/privacy
https://www.ey.com
https://www.ey.com/ja_jp
https://www.ey.com/ja_jp

