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SEC、気候変動情報開示に関するサンプルコメン

トを公表 
Emily Abraham, Doug Rand, and John Wilde, Deloitte&Touche LLP 著 

背景 

2021 年 2 月、当時の SEC 議長代理 Allison Lee は、SEC の 2010 年解釈リリース気候変動に関連する開示に関する SEC ガ

イダンス (以下 「2010 年解釈リリース」 ) に準拠した情報を公開企業がどの程度提供しているかを評価するなど、公開企業の提

出書類を審査する際に気候関連の開示に一層注力するよう、委員会の企業財務部 (Division of Corporate Finance：以下

DCF) に向けてステートメントを発表しました。この指令に沿って、DCF は最近、様々な業界のいくつかの上場企業にコメントを出し

ています。 

2021 年 9 月 22 日、DCF は、気候変動に関する情報開示に関して DCF が公開企業に出すコメントの種類に焦点を当てたサン

プルレターを公開しました。これは主に、ビジネスにおける情報開示、リスク要因、MD&A 関連の書類のセクションに焦点を当てた

ものです。SEC が最近発表した企業特有のコメントを公開する前に公開したサンプルコメントは、現時点で企業特有のコメントを受

け取っていない発行体に対する早期警告として機能します。 

レターのコメント例は、SEC が最近発表したコメントとほぼ一致しています。これらはまた、2010 年解釈リリースのガイダンスとも一致

しています。このガイダンスでは、気候変動に関連する 4 つのトピックを特定しており、既存の SEC 開示要件に基づいて提出書類

に含めるべき情報を評価する際に、上場企業はこれらのトピックを考慮する必要があります。 

• 法規制の影響 

• 国際協定 

注： 

本資料は Deloitte & Touch LLP が作成し、

有限責任監査法人トーマツが翻訳したもので

す。日本語版についは、有限責任監査法人トー

マツにお問合せください。日本語版と原文に相

違がある場合には、原文の記事事項を優先しま

す。 

https://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf
https://www.sec.gov/rules/interp/2010/33-9106.pdf
https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-statement-review-climate-related-disclosure
https://www.sec.gov/corpfin/sample-letter-climate-change-disclosures
https://www.sec.gov/corpfin/sample-letter-climate-change-disclosures


 

 

 

• 規制やビジネストレンドの間接的な影響。 

• 気候変動の物理的影響。 

このレターではさらに、SEC は、公開会社の SEC 提出書類以外に開示された情報 (サステナビリティ報告書など) を審査し、公開

企業に対して、そうした情報を SEC 提出書類にも開示すべきかどうかを検討するよう求めることができることが明記されています。 

気候関連事項に関する最近の SEC の連絡についての詳細;2010 年解釈リリース;およびその他の環境、社会、ガバナンス (ESG) 

の情報開示については、Deloitte の 2021 年 3 月 22 日の記事 Heads Up を参照ください。 

サンプルコメント 

DCF は例示目的でサンプルコメントを発行しましたが、それらは網羅的ではありません。さらに、DCF が上場企業に発行する実際

のコメントは、その企業、現在の気候関連開示、およびその業界に固有のものになります。 

このレターのサンプルコメントを以下に示します。 

全般 

企業の社会的責任報告書 (CSR 報告書) において、SEC への提出書類よりも広範な開示を行っていることに注目しています。

SEC への提出書類において、CSR 報告書に記載されているのと同じ種類の気候関連情報開示を行うことについて、どのような

配慮をされたか教えてください。 

点と点をつなげる 

2010 年解釈リリースのセクション I.B .3 で議論されているように、サステナビリティ報告書の情報の一部は 「SEC に提出

された資料に開示が要求されることがある」 。Center for Audit Quality による report は、2010 年以降、気候関連

の情報を公に開示する登録企業の数が大幅に増加しており、S&P 500 の 95%が ESG の詳細な情報を公に利用可

能にしていたと記しています。登録企業は、そのような情報を SEC 提出書類に開示するかどうかを評価する際に、合理

的な投資家にとって重要であるかどうか、または利用可能な情報の全体的な組み合わせを変更するかどうかを検討す

ることができます。登録企業は、「該当する場合、必要な記載を行うために誤解を与えない必要な追加の重要な情

報」の開示を求める 1933 年証券法の規則 408 及び 1934 年証券取引法の規則 12 b-20 も検討することができま

す。 

リスク要因 

• 気候変動に関連する移行リスクの重大な影響であって、顧客のビジネス、財務状況、およびポリシーや規制の変更などの

業務の結果に影響を及ぼす可能性があるものを開示します。たとえば、運用およびコンプライアンスの負担を課す可能性が

あり、ビジネス機会、信用リスク、または技術的な変更をもたらす可能性がある市場動向などです。[詳細については、2010

年解釈リリースのセクション IV.A を参照してください。] 

• 気候変動に関連する重大な訴訟リスクを開示し、企業に潜在的な影響を説明します。[詳細については、2010 年解釈リ

リースのセクション III.B を参照してください。] 
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https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-climate-related-and-other-esg-disclosures
https://www.thecaq.org/sp-500-and-esg-reporting/


 

 

 

MD&A と経営成績 

• 気候変動に関する連邦および州の法律、規制、国際協定には、提出書類では触れていない大きな進展がありました。現

在検討中または存在する気候変動関連の法律、規制、国際協定を特定し、事業、財務状況、および経営成績に重大

な影響がある場合は、その内容を記述するために開示内容を修正してください。[規制と法律、および国際協定の詳細に

ついては、それぞれ 2010 年解釈リリースのセクション IV.A およびセクション IV.B を参照してください。] 

• 気候関連プロジェクトのための重要な過去および/または将来の資本支出を特定するために、開示内容を変更してくださ

い。重要な場合は、これらの支出を数値化してください。[詳細については、2010 年解釈リリースのセクション I.B .2 および

IV.A を参照してください。] 

点と点をつなげる 

多くの登録企業は、特定の期日までに排出量の削減または炭素ベースのエネルギーへの依存に関する目標を公表して

います。これらの目標を達成するには、多額の支出や運用コストの増加が必要になる場合があります。しかし、排出目

標を達成するために必要な措置は、より広範な戦略的支出(たとえば、ビジネス・パフォーマンスを向上させる新しいテク

ノロジーは、エネルギー効率も向上する可能性がある)に組み込まれる可能性があります。そのため、これらの目標を達成

するための計画に関連する設備投資や運用コストの増加分を切り分けることは困難です。それにもかかわらず、登録企

業は、そのような設備投資の増加またはコストが、現在開示されるべき既知の傾向を表すかどうかを検討することができ

ます。 

MD&A と経営成績 (続き) 

• 重要性のあるものについて、以下のような気候関連の規制またはビジネス動向の間接的な影響について議論してください。 

o 著しい温室効果ガス排出をもたらす、または炭素ベースのエネルギー源に関連する商品またはサービスに対する需要の減

少; 

o 競合製品よりも排出量が少ない製品に対する需要の増加; 

o 革新的な新製品開発競争の激化による排出量削減; 

o 代替エネルギーの発電・送電需要の増加;および 

o 重要な温室効果ガスを排出する事業または製品から生じる予想される評判上のリスク。 

[詳細については、2010 年解釈リリースのセクション IV.C を参照してください。] 

• 重要な場合は、気候変動が運用と結果に及ぼす物理的影響について議論してください。本開示は、以下を含むことがで

きます。 

o 洪水、ハリケーン、海抜、農地の耕作可能性、極端な火災、水の利用可能性と水質などの深刻な天候; 

o 顧客の資産または業務に対する重大な天候関連の損害の定量化; 

o 主要な顧客またはサプライヤーに影響を与えた、または影響を与える可能性のある間接的な気象関連の影響の可能性; 

o 干ばつその他の天候の変化により影響を受けた地域における農業生産能力の低下、および 

o 保険の費用または利用可能性に対する天候関連の影響。 

[詳細については、2010 年解釈リースのセクション IV.D を参照してください。] 

• 気候変動に関連して増加した重大なコンプライアンスコストを定量化してください。[詳細については、2010 年解釈リリース

のセクション II を参照してください。] 

• 重要な場合は、カーボンクレジットまたはオフセットの購入または販売、ならびに事業、財務状況、および事業の結果に与え

る重要な影響について開示してください。 
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点と点をつなげる 

MD&A に関する上記のサンプルコメントを検討する場合、登録企業は気候変動関連の問題が事業や財務状況に

及ぼす現在の影響だけでなく、そのような影響が開示すべき重要な既知のトレンドまたは不確実性をを表しているかど

うかも評価すべきです。2020 年に改訂された SEC Regulation S-K, 303 項 (b) (2) (ii) は、 「収益または収益に重大

な影響を及ぼした、または及ぼす可能性が合理的に高い、既知のトレンド又は不確実性の開示が求められています。 

「合理的に可能性のある」 要件の下では、 (1) 発生する可能性が合理的であり、かつ (2)発生した場合に登録企業

登録企業にとって重要な場合は、既知のトレンド又は不確実性を開示すべきです。 

 

多くの登録企業は、サンプルコメントの結果として、SEC への提出書類に記載されている気候関連の情報開示を再検討するかも

しれません。評価の一環として、 (1) 気候関連のリスク、機会、および関連するビジネス上の影響を特定、(2) 気候関連情報が

SEC への提出書類の開示に重要であるかどうかの評価;(3) SEC への提出書類における情報の正確性と完全性の確保に関連し

て適切なガバナンス、および開示コントロールと手続きがあるかどうかを決定することを望む場合があります。登録企業はサステナビ

リティ報告書を個別に公表することができるが、そのような報告書は現在のところ、SEC 提出書類と同程度の開示規制および手

続きの対象とならない可能性があります。気候関連の開示とそれに関連する統制と手続きの評価は、財務などの関連機能や取

締役会を含む経営陣による適切なガバナンスと監視を反映すべきです。 

このレターには、気候関連の問題が財務諸表にどのような影響を与えるかに関するコメントの例は含まれていませんが、コメントで言

及されている一部のトピック (悪天候や炭素クレジットなど) は財務諸表に影響を与える可能性があります。ESG に関する会計上

の考慮事項の詳細については、Deloitte の 2021 年 5 月 26 日の記事 Heads Up を参照してください。 

将来を考える 

SEC は、登録企業に特定の気候関連情報の開示を要求する可能性のある規則案を公表する予定です。2021 年 3 月、当時

の Lee 議長代理は、気候変動の情報開示について、規定作りの序文として、意見を求めるという声明を発表しました。SEC の

Gary Gensler 議長も同様に気候変動リスクに焦点を当てており、SEC の 2021 年 6 月の規則制定アジェンダに気候変動関連

の情報開示などのトピックを含めています。最近のスピーチで、彼は、SEC が気候変動に関する情報開示を求められた結果、550

通以上のコメント・レターを受け取っており、それらの 75%が強制的な気候変動に関する情報開示ルールを支持していると述べまし

た。ジェンスラー議長は、銀行・住宅・都市問題に関する米上院委員会での証言において、企業も投資家も、明確なルールを設け

ることで利益を得るだろうと強調し、SEC のスタッフに対し、気候変動関連の開示要件を策定する際に経済分析とパブリックコメン

トを検討するよう指示したと述べました。提案されているルールの詳細については、引き続きご注目ください。 

その他の ESG リソース 

詳細については、次の Deloitte のリソースを参照してください。 

•信頼できる気候コミットメントの構築 

•ESG 情報開示に対する信頼の向上 

•ESG の監督における監査委員会の役割の定義 
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https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/esg-affect-financial-reporting
https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-99
https://www.sec.gov/news/speech/gensler-pri-2021-07-28
https://www.sec.gov/news/testimony/gensler-2021-09-14
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/strategy/trust-in-corporate-climate-change-commitments.html
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2020/deloitteesgnow-enhancing-trust-in-esg
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/defining-the-role-of-the-audit-committee-in-overseeing-ESG.html?id=us:2em:3na:acb:awa:boardef:111820&ctr=cta1&sfid=0031400002HoOAeAANAudiCommittee


 

 

  

財務責任者のための Dbriefs 

Dbriefs へぜひご参加ください。Dbriefs はデロイトのウェブキャスト・シリーズで、重要な問題を常に把握しておくために必要な実務戦略を提供するものです。以下のト

ピックに関して「財務責任者」シリーズに提示されるウェブキャストの貴重なアイデアや重要な情報にアクセスしてください。 

• 事業戦略および税務 • 財務報告 • 税務会計およびび引き当て 

• コントローラーの視点 • ガバナンス、リスクおよびコンプライアンス • 取引およびビジネス・イベント 

• 企業価値の強化 • リスクや統制におけるイノベーション 

Dbriefs では、CPE クレジット取得のための便利で柔軟な方法も提供されています～あなたは自分の席に座っていればいいのです。 

登録 

Dbriefs の会員になるための登録や、デロイトの Accounting and Reporting Services Department が発行する会計に関する刊行物を受け取るためには、

My.Deloitte.com にてご登録ください。 

The Deloitte Accounting Research Tool 

多くの情報を指先一つで完全に把握しましょう。Deloitte Accounting Research Tool（DART）は、会計や財務開示に関する資料の総合的なオンライン・ライブ

ラリーです。DART には、弊社の会計マニュアルならびにその他の解釈指針や刊行物のみならず、米国財務会計基準審議会（FASB）、問題発生専門委員会（

EITF）、米国公認会計士協会（AICPA）、公開会社会計監視委員会（PCAOB）、米国証券取引委員会（SEC）などの資料が含まれています。 

DART は営業日ごとに更新されており、DART の使いやすいデザインやナビゲーションシステムと、その強力な検索機能やパーソナライズ機能によって、利用者は、どんな

デバイスやブラウザーからでも、いつでも瞬時に情報を見つけ出すことができます。DART のコンテンツの大半は無料で利用可能ですが、登録者は、デロイトの FASB 会

計基準コディフィケーションマニュアル（FASB Accounting Standards Codification Manual）などのプレミアムコンテンツにもアクセスできます。また DART の登録者

等は週報「Weekly Accounting Roundup」を購読することができます。「Weekly Accounting Roundup」には最近のニュース記事、刊行物、DART へのその他の

追加情報などへのリンクも提供されています。DART に関する詳しい情報や、DART のプレミアムコンテンツの 30 日間無料トライアルのお申し込みについては、

dart.deloitte.com をご覧ください。 

© 2021. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group. 
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