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シチズンシップ活動



KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルのメンバーファームとして、
以下の基本理念を定めています。

KPMGの組織に関するステートメント
KPMG International Cooperative（“KPMGインターナショナル”）はスイスの協同組合です。KPMGネットワークの独立したメンバーファームは、
KPMGインターナショナルに加入しています。KPMGインターナショナルではクライアントに対して監査やその他のサービスの提供は行っ
ていません。サービスはそれぞれの地域のそれぞれのメンバーファームによって単独で行われています。 
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自ら範を示して行動する

チーム一丸となって活動する

個人を尊重する

事実を追求し、専門知識を提供する

 オープンかつ率直なコミュニケーションを図る

コミュニティーのための取り組みを行う

そして何より、誠実に行動する

Inspire Confidence, Empower Change.

We lead by example

We work together

We respect the individual

We seek the facts and provide insight

We are open and honest in our communication

 We are committed to our communities

Above all, we act with integrity

The Clear Choice

社会に信頼を、変革に力を

私たちは、卓越したサービスを提供し続けることにより、
社会、クライアント、組織員から、常に選ばれる
存在であることを目指します。

Our Purpose
私たちの存在意義

Our Values 
私たちの価値

Our Vision 
私たちの目指す姿



KPMGジャパン

KPMGジャパンは、KPMGインターナ
ショナルの日本におけるメンバーファー
ムの総称であり、以下の8つのメンバー
ファームによって構成されています。

有限責任 あずさ監査法人 

KPMG税理士法人 

KPMG BRM株式会社／
KPMG社会保険労務士法人 

KPMGコンサルティング株式会社 

株式会社 KPMG FAS

KPMGあずさサステナビリティ株式会社 

KPMGヘルスケアジャパン株式会社
 

www.kpmg.com/jp
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シチズンシップ活動の基本方針

KPMGは、“Inspire Confidence, Empower Change.”
（社会に信頼を、変革に力を）というPurposeをグロー
バルに共有しています。
これを実現するために「コミュニティーのための取り組
みを行う」という行動規範を、Our Valuesのひとつに
掲げ、私たちのファームカルチャーとして重要視してい
ます。

KPMGジャパン／あずさ監査法人においては、以下の
ミッションを定め、シチズンシップ活動を推進してい
ます。

「私たちは、企業市民として社会の一員であることを自覚
し、プロフェッショナルとしての責任を果たすとともに、
私たちを支えている社会および環境をより豊かなもの
とするために、誠実に行動します。」

今、世の中には、多種多様な問題が横たわっています。
私たちは、このような社会的課題に対して、プロフェッ
ショナルファームとしての本業を通じて培った知識や経
験を活かしながら、社会との共通価値を創造し
（Creating Shared Value）、持続的社会の実現に貢献
していまいります。

© 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network 
of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( “KPMG International” ), a Swiss entity. All rights reserved. 



「あすびと福島」への出向
あすびと福島では、今後の福島の復興を担う人材の育成を志とし、小中学生を
対象として考える力・発表する力・行動する力を育くむための自然エネルギー
をテーマとした体験学習を実施しています。2015年 7月1日よりあずさ監査法
人より公認会計士が出向し、社会課題の解決を担っています。

専門知識を活かし、被災地の復興を支援
あずさ監査法人では、東北未来創造イニシアティブの「経営未来塾」に参加し、
被災地の復興をプロボノで支援しています。経営未来塾では、各分野のプロ
フェッショナルが、戦略、事業計画、財務などを講義し、被災地の事業家と二人
三脚で事業計画を作りあげていきます。このような人的貢献を通じ、復興
を牽引する地域のリーダーを育成し、被災地の産業復興を側面から支援して
います。

継続的な募金活動
2014年12月から2015年1月にかけて、東日本大震災被災地および2014年
に猛威をふるったエボラ熱救援活動を支援するために、KPMGジャパン内で
募金活動を行い、KPMGジャパンのパートナー、職員から合計5,376,378円
が集まりました。これに各ファームからのマッチングギフトによる拠出金を
合わせた合計10,500,000円を、東日本大震災被災地とエボラ熱救援活動の支
援のために寄付しています。

東日本大震災被災地支援

一般社団法人
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あずさ監査法人本部がある神楽
坂にて開催された阿波踊り大会
にてKPMGジャパンからも85名
が「あずさ連」として参加してい
ます。

KPMGは次世代のリーダー育成を目
的に活動しているEnactusを30ヵ国
以上のメンバーファームがグローバル
ベースで支援しており、KPMGジャパ
ンも2005年から協賛しています。
国内大会においては、審査員や大会
運営ボランティアを派遣する他、KPMG
賞として第2位のチームにワールド
カップ視察の機会を提供しています。

Enactus

キャリア教育

あずさ監査法人は、障がい者と
健常者が混ざり合う社会を実現
するために、職員有志が「日本ブ
ラインドサッカー協会」にて継続
的なボランティアを行うほか、社
内販売グッズの寄付先として応援
しています。2015年10月にはブラ
インドサッカー東日本リーグ日吉
大会に協賛しました。

KPMGジャパンは、2007年から国内
における各環境データを採取して、 
CO2排出量の実態を把握し、削減に
向けて努力しています。社内で気候変
動問題に対する意識を高めるために、
森林保全活動「東京グリーンシップア
クション」に参加し職員で里山保全の
ための間伐や下草刈りを行い、省資源
と資源再生の推奨を行っています。

環境問題への対応

スポーツを通じた支援

FITチャリティランは、金融サービスお
よび関連企業で働く有志によって運
営され、2005年より毎年開催されて
いるチャリティイベントです。
協賛企業より提供された寄付金および
参加者からの参加料に基づく寄付を
通じて、地域社会に根付いた意義ある
活動を行っていながらも、認知度が低
いなどの理由により十分な活動資金
を確保することが困難な非営利団体
に対して支援を行っています。KPMG
ジャパンも継続的に参加しています。

1人あたりのCO2排出量 
集計範囲：KPMGジャパン 
集計期間：各年1年~12月 （t-CO2）

2010年 2011年  2012年  2013年 2014年 
1.87  1.68  1.69 1.77  1.66  

FITチャリティラン 
 Financial Industry in Tokyo for Charity Run

ブラインドサッカー

神楽坂阿波踊り

@ブラインドサッカー協会
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KPMGは次世代のリーダー育成を目
的に活動しているEnactusを30ヵ国
以上のメンバーファームがグローバル
ベースで支援しており、KPMGジャパ
ンも2005年から協賛しています。
国内大会においては、審査員や大会
運営ボランティアを派遣する他、KPMG
賞として第2位のチームにワールド
カップ視察の機会を提供しています。

東京、大阪、名古屋の各統括事務所で
は、学生のうちから会計を身近に感じて
もらうために高校生向けに会計教室を
実施しています。

KPMGジャパンは2014年からキャリア大学に参画しています。「キャリア
大学」とは、大学生1・2年生を中心に企業が講義を提供し、将来について考え
るきっかけを与え、その後のキャリア形成をサポートする取り組みです。
大学生は、ビジネスゲームとして会計テクニック（CVP分析など）を学びな
がら、普段はなかなか知ることのないプロフェッショナルの仕事に触れま
した。

職員の家族を職場に招待し、公認会計士の業務や監査法人について親しみを
持ってもらうために、KPMGオープンオフィスデーを隔年で開催しています。
2015年8月は大手町フィナンシャルシティで開催し、参加者はオフィスツアーで
プロフェッショナルが働く場所を体感するとともに、会計士やコンサルタントの
1日と題したビデオを楽しみました。

オープンオフィスデー

会計教室 キャリア大学
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お問い合わせ窓口

有限責任 あずさ監査法人
CSR推進室

東京都新宿区津久戸町1番2号
T: 03-3266-7562

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、
的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありま
せん。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する
適切なアドバイスをもとにご判断ください。
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