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アセットマネジメント業界向け
プロフェッショナルサービス
Industry Issues

アセットマネジメント業界は、環境や投資家ニーズに対応するため、
資産運用の高度化が不可欠となっています。

国内の金融市場は、「貯蓄から投資へ」の流れの促進により、資産運用業・
運用市場が発展し、資産運用会社が、業界のバリューチェーンの中で、より
大きな役割を果たすことが見込まれます。

一方、国際的な規制の強化や成長市場の争奪など、資産運用業界はこれまで
以上に急激な混乱に直面する可能性があるとともに、資産運用を高度化し、
フィデューシャリー・デューティーを果たすことが改めて求められています。

日本の資産運用業界は、成長する市場環境や多様化する投資家ニーズに対応
するために、グローバルでの資産運用、リスクを複合化した商品の開発、新
たな運用資産の開拓など、商品の高度化・複雑化等に対応可能な資産運用能
力の向上が不可欠となっています。

• 投資家保護、公正な取引確保
• 情報開示・説明責任の増大
• ファンドに対する当局の監視・監督強化

規制の一層の
強化

• 人口動態の変遷、技術の進歩、社会の変化に
よる投資家の特性やニーズ・要求の変化

• 「貯蓄から投資へ」の流れの加速

投資家ニーズの
多様化

資産運用業界の課題

• 海外含む規制動向の把握・分析、対応
• 法令等改正・検査対応
• 適切なガバナンスの構築

• 投資家ニーズに即した適切な運用
• 長期的運用による高いリターン獲得
• 新たな運用資産のグローバルでの模索

• 国民の安定的な資産形成
• フィデューシャリー・デューティーの完遂
• 柔軟かつ迅速な事業運営

業界を取り巻く環境の変化

• リスクマネー／成長マネーへの資金循環
• 年金制度の構造的転換
• グローバルな成長市場の争奪

市場・社会構造の
変化

Helping You Grow

KPMGファイナンシャルサービス本部アセットマネジメント部は、
アセットマネジメントの専門家集団として、資産運用会社が直面する変化へ
の対応を支援しています。

資産運用業界の今後の変化を踏まえ、KPMGジャパンは、資産運用会社が直
面する変化への対応を戦略的にサポートするため、あずさ監査法人内にア
セットマネジメント部を設け、KPMGグループ内に存在するナレッジおよび
スキルを集約しています。

アセットマネジメント部では、ファンド（投資信託、投資事業有限責任組合
等）監査、内部統制やリスクマネジメントおよび規制関連アドバイザリー等、
業界特有の課題に対応したサービスを提供し、KPMGの海外ネットワークを
駆使しつつ、資産運用の高度化をはじめ、資産運用会社が直面する変化への
対応を支援しています。
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本リーフレットで紹介するサービスは、公認会計士法、独立性規則及び利益相反
等の観点から、提供できる企業や提供できる業務の範囲等に一定の制限がかかる
場合があります。

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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Our Services

アセットマネジメント部は、資産運用の高度化の支援をはじめ、業種に特有の課題に
対応した以下のサービスを提供しています。

Asset 
Management 

Services

法定監査
 金融商品取引法に基づく公募投資信託の財務諸表監査
 会社法・金融商品取引法に基づく運用会社の財務諸表監査
 金商法に基づく投資事業有限責任組合の財務諸表監査
 投資事業有責契約法に関する法律に基づく財務諸表監査
任意監査
 金商法に準じた私募投資信託の財務諸表監査
 法定監査が適用されない運用会社の財務諸表監査
監査関連サービス
 投信及び投資法人の特定資産の価格等調査

内部統制整備・検証
 財務報告に関する内部統制の構築・評価・改善
 受託業務の内部統制に関する保証報告（ISAE3402,SSAE16）
 グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS）準拠に係る検証
 金融規制・金商業規制対応の内部統制構築に関するアドバイス

内部監査態勢整備
 IIA国際基準に基づく内部監査態勢の外部評価
 内部監査態勢の整備及び高度化支援
 内部監査のコ・ソーシング

リスク管理態勢整備
 金商業者等向け監督指針・検査マニュアル等に
準拠したリスク管理体制評価、構築支援

 リスクアセスメント支援、全社的リスクマネジ
メントの高度化支援

各種業務プロセスの評価・高度化
 業務のプロセスの可視化、規制要件・ベストプラクティスの観
点からのギャップ分析、並びにリスク分析に基づく改善提案

 運用商品・業務等に関するオペレーショナル・デューデリジェンス

金融商品取引法等への対応
 金商業者登録の申請・業務執行体制整備支援
 新規業務開始・事業統合時支援
 証券諸規制対応に関するアドバイス

規制関連調査・分析
 国内外における関連規制調査（海外KPMGとの共同実施含む）
 海外規制の投資運用業に対する影響分析
 ファンド・パスポート等クロスボーダー関連規制・市場動向調査
 海外展開を含むビジネス戦略策定支援、海外拠点での各種支援

Our Global Network

アセットマネジメント部は、KPMGのグローバルネットワークを活用し、各国の資産
運用の専門家が常時緊密な連携を行うと同時に、アセットマネジメント業特有の知識
および情報を集約・共有し、業界動向や法令改正および法規制の情報をグローバルに
分析・発信しています。

KPMG グローバルネットワーク体制
世界約155ヵ国
総人員：約174,000名

KPMG Thought Leadership

資産運用規制の進化
資産運用業界に対する真の影響
を特定するため、各国の最新規
制動向の相違を分析し、運用マ
ネジャーがグローバルな規制の
遵守に向けて取り組む上で今後
直面するであろう実務上の課題
を取り上げています。

将来への投資
“Investing in the Future”

資産運用業界の将来の形成に大
きな影響を及ぼすと考えられる
市場のメガトレンドを概観し、
2030年における投資家の姿と将
来の資産運用業界への影響と課
題を考察しています。


