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はじめに
サステナビリティと気候情報開示の標準化と規制が急速に進展しています。SECは2022年3月21日、気候関連の情報開示に
関する規則案1を公表しました。SECの発表からわずか10日後、国際サステナビリティ基準委員会 (ISSB) は、全般的サステナビ
リティ及び気候関連報告に関する公開草案 (ED) を発表しました。1ヵ月後の2022年4月29日、欧州財務報告諮問グループ
(EFRAG) は、欧州委員会 (EC) の企業サステナビリティ報告指令 (CSRD)案 に準拠した欧州サステナビリティ報告基準 (ESRS)の
13 のEDを発表しました。
これら三つの取り組みを合わせると、提案されている開示要件は1,000ページを超えます。グローバルでのサステナビリティ報告の
動向は特に大規模な多国籍企業にとって重要であり、企業が提案の類似点と相違点を理解することは重要です。各提案は
それぞれのペースでデュープロセスを経るため、企業は、効率的に準備の機会を活用できるように、相互に関連する規制や基準
設定の進展を注意深く監視する必要があります。理解の促進のために、このニュースレターでは、これらの進展に関する追加的
な背景を提供し、3組の開示要件案のハイレベルな比較を提供します。
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SECの提案規則No.33-11042 「投資家のための気候関連開示の強化と標準化」 。

サステナビリティと気候変動報告に関連する最近の規制と基準設定の進展
SECが提案した気候変動開示規則
重要なポイント

• 義務化された、業界共通の、気候関連開示(SECによる要請)である
• 財務上の影響の指標は、財務報告に係る内部統制 (ICFR) の対象であり、財務諸表監査の対象となる
• スコープ1およびスコープ2の温室効果ガス (GHG) の排出量について、限定的保証が求められ、その後合理的保
証が求められる

• 投資家の視点からの重要性
• 4つの柱に焦点を当てた開示（ガバナンス、戦略、リスク管理、および指標と目標）
SECは、公開企業による気候関連情報開示の要件を強化・標準化するため、気候情報開示に関する規則案を公表しました。
本開示要求案は、企業の登録届出書（例えば、フォームS-1、S-3、S-4、F-1、F-3、およびF-4)や年次報告書（例えば、様式
10-K及び20-F）における定量・定性の開示を要求しています。規則案で扱われているテーマには、GHG排出量、気候関連の物
理的リスクおよび移行リスク、特定の財務諸表に影響を与える指標、ガバナンスが含まれます。本規制案は、国内外のすべての
SEC登録企業 （資産担保証券発行企業を除く）、新規株式公開を完了した企業、および登録企業と合併する民間事業会
社 （特別買収目的会社を含む) に適用されます。提案に対するパブリックコメントの期間は、2022年6月17日まで延長され、最
終的な開示規則は早ければ2022年末になると予想されます。規制案が確定した時点で規制や発効日が変更される可能性が
ありますが、2022年末までに規制案が確定すれば、大企業（12月決算会社）では2023年の年次報告書が対象となる見込
みです。財務諸表に影響を与える指標の開示は、経営者による開示管理とICFRの対象となります。スコープ1とスコープ2のGHG
排出量の開示は、段階的導入期間中は限定的保証、その後は合理的保証の対象となります。本規制案および企業に対する
考慮事項の要約については、Deloitteの2022年3月29日付の発行物であるHeads Up を参照ください。
SECは、気候開示規則案の発行に加えて、2022年5月25日、既存の規則を修正する2つの提案を通じて、気候に焦点を
当てた規則の策定を続けました。最初の提案2では、投資会社法『名称規則(Names Rule)』が採択されてから約20年の間
に発展してきたファンド業界とコンプライアンス慣行の変化に対応するため、同規則を強化し、現代化すると発表しました。ま
た、SECは「環境、社会、ガバナンス (ESG) の要素の取り込みに関して、ファンドの投資家やアドバイザーのために一貫性があ
り、比較可能で、信頼性の高い情報を提供するための規則や報告様式」を修正する第2の提案3を公表しました。

ISSB基準案
重要なポイント

•

管轄区域により義務付けられる予定（例えば、英国は適用義務化を約束しており、中国は将来的な採択
の可能性を示唆しています。）
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•
•
•

業種別の開示

•

投資家重視の重要性

•

4つの柱に焦点を当てた開示（ガバナンス、戦略、リスク管理、および指標と目標)

サステナビリティの開示
気候関連の開示

SECが提案した規則リリースNo.33-11067 「投資会社名」 。
SECは規則リリースNo.33-11068 「特定の投資顧問および投資会社による環境、社会、ガバナンス投資慣行に関する情報開示の強化」 を提案しま

した。
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ISSBは、2021年11月の第26回締約国会議 (COP 26) において、IFRS財団がISSBの設立を発表してから4カ月後に、サステナビリ
ティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項 (IFRS 第S1号) 4と気候関連開示 (IFRS第S2号) 5 の2つの基準案を公表し
ました。これらの基準案は、 (1) 米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)の業種別基準、 (2) 気候関連財務情報開示タス
クフォース (TCFD) の提言など、既存の基準・枠組みをベースとしたものです。
ISSBが提案したIFRS第S1号およびIFRS第S2号基準は、まずは気候変動に焦点を当てたサステナビリティ開示のためのグローバル
なベースラインとして機能し、資本市場の情報ニーズを満たすことを目的としています。また、世界の多くの証券規制当局が、これ
らの基準を使用して開示ルールを策定することを選択した場合の出発点として機能します。提案は、技術的準備ワーキンググル
ープ (TRWG) によって開発された一般的なサステナビリティと気候に関連する開示基準のプロトタイプに基づきます。証券監督
者国際機構 (IOSCO) は、TRWGの審議におけるオブザーバーであったことから、ISSBのED策定に深く関与しました。SECは、
IOSCOの技術的専門家グル－プの共同議長としての役割を通じて情報を得ており、ISSBの基準に対してIOSCOが正式な賛
同(endorsement)する可能性を評価する役割を担いました。

IFRS S1案:サステナビリティ国連財務情報開示
に関する全般的要求事項

目的

IFRS S2案：:気候関連の開示

企業価値を評価し、企業に資源を提供す

気候関連のリスク及び機会に対するエクスポ

るかどうかを決定する際に、一般目的財務

ージャーに関する情報を提供し、利用者が企

報告の主要な利用者にとって有用な、サス

業価値に及ぼす影響を評価し、資源の使用

テナビリティに関連する重要なリスクと機会

を理解し、戦略、ビジネスモデル、およびオペレ

に関する情報を開示する。

ーションの適応能力を評価するのを支援する。

•

ガバナンス―サステナビリティ関連のリスク及
び機会をモニタリング及び管理するためのプ

•

会をモニタリング及び管理するための

ロセス、コントロール及び手続き
•

戦略―短期、中期、長期にわたりビジネス
モデル及び戦略に影響を与える可能性の

主な開示項目
•

戦略―短期、中期、長期にわたりビジネ
スモデル及び戦略に影響を与える可能性
のある気候関連リスク及び機会に対処す
るためのアプローチ

リスク管理―サステナビリティ関連のリス
指標及び目標―サステナビリティ関連のリ
価、管理及モニタリングするために使用さ
れる情報
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•

に対処するためのアプローチ

スク及び機会に関連するパフォーマンスを評

4

プロセス、コントロール、及び手続

あるサステナビリティ関連のリスク及び機会

クを識別、評価及び管理するプロセス
•

ガバナンス―気候関連リスク及び機

•

リスク管理―気候関連リスクを識
別、評価及び管理するプロセス

•

指標及び目標―目標に対する進捗の
測定に使用される、産業横断的指標、
産業に基づく指標およびその他の指標

IFRSサステナビリティ開示基準 ED/2022/S 1 「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」。
IFRSサステナビリティ開示基準 ED/2022/S 2 「気候関連の開示」 。
3

ISSBのEDで提案されているガイダンスは、最近、管轄下にある企業にISSB基準に従うことを求めることを示した英国のように、各
強制

国・地域の開示要件の下で義務化されることが予想されます。ISSB基準に従って作成された開示に関連する保証要件は、各
国・地域の決定に従います。ISSBは、すべての利害関係者に対し、2022年7月29日に終了するEDの120日間のコメント期間に
参加するよう奨励しています。ISSBは、2022年後半にフィードバックされたコメントを検討し、2022年第4四半期までに最終基準
を発行することを目指しています。これらの開発の詳細については、Deloitteの2022年4月の記事iGAAP in Focusを参照してくだ
さい。

ECが提案したCSRDとESRS
重要なポイント
CSRD案

•
•
•
•
•

義務化されたサステナビリティ報告（ESRSに準拠して作成）と保証
ESGの開示
ダブルマテリアリティでの開示
3本の柱の対策（戦略・実装・実績）
EUタクソノミの規制、指標、タグ情報を組み込む

ESRS案

•
•

•

必須開示 （CSRDの要請）
開示の4つのカテゴリー:
o

環境

o

社会

o

ガバナンス

o

クロスカッティング （3つのESG基準全体に適用される全般原則とガイダンス)）

業界別の開示

2021年4月、欧州委員会は、欧州連合内での統一されたサステナビリティ報告を促進するために、CSRDに対する提案を発表しま
した。CSRDの提案は今夏までに最終化される見通しです。
本提案の目的は、非財務情報開示指令 (NFRD) の既存の報告要件を、より広範な気候およびサステナビリティに関する考慮を
含むものに拡大することです。CSRD案は、欧州連合を拠点とする大規模な企業、欧州連合の規制下にある市場に上場している
欧州連合内に設立されていない企業、および非EU企業のEU子会社に適用されます。CSRDの範囲はEUの共同立法者によって
現在も議論されており、したがって変更または拡大される可能性があります。CSRDの提案では、ESRSに沿ったサステナビリティ報告
がマネジメント報告（例えばMD&A）を通じて求められますが、当初は限定的保証であり、報告フレームワークの進展に伴い合理
的保証に移行します。
2022年4月29日、EFRAGは、CSRDの提案書の主要な規定に従い、環境、社会、ガバナンス及びクロスカッティングな開示事項を
対象とした最初の提案であるESRSを発表しました。全般的開示要件に加え、5つの環境に関する基準案のうちの1つであるESRS
第E1号6は、気候変動緩和のためのガバナンス、事業戦略、気候変動の緩和に向けた移行計画（物理的及び移行リスクの財
務的影響、GHG排出量と除去量、気候変動の緩和と適応のための目標）の開示を要求しています。ISSBやSECの提案は、ガバ
ナンス、戦略、リスク管理、指標および目標という既存のTCFDの柱の上に構築されていますが、提案されているESRS第1号基準の
構成は、戦略、実行、パフォーマンス測定という３つの主要要素を中心に構成されており、EUタクソノミとサステナビリティ財務情
報開示規則 (SFDR) の要件を取り入れています。なお、EFRAGはTCFDの勧告を検討し、提案要求事項とTCFDの要求事項との
比較を提示しています。
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ESRS E1案 「気候変動」
4

ESRS E1案：気候変動
サステナビリティ報告書の利用者の、気候変動に関連する企業のリスク、機会、影響、パリ協
目的

定に沿った緩和努力、および悪影響を防止、緩和、または是正するために実施される事業計画
または活動の理解

主な開示項目

•

全般、戦略、ガバナンス及び重要性の評価―気候変動関連の移行計画

•

政策、目標、活動計画と資源―気候変動を管理するポリシー、緩和と適応の目標、関連
する活動計画と資源

•

パフォーマンス管理―エネルギー指標、GHG指標、気候変動の緩和と適応のためのタ
クソノミ規制、重要な物理的リスクと移行リスク及び機会の潜在的な財務的影響

環境
ESRS E2案：汚染

ESRS E3案：水・海洋資源

ESRS E4案：生物多様性と生態系

ESRS E5案：資源利用と循環型経済

クロスカティング
ESRS 1案：全般的原則

ESRS 2案：全般、戦略、ガバナンス、
重要性の評価

社会
ESRS S1案：自社従業員

ESRS S2案：バリューチェーンにおける労働者

ESRS S3案：影響を受けるコミュニティ

ESRS S4案：消費者及びエンドユーザー

ガバナンス
ESRS G1案：ガバナンス、リスクマネジメント、
内部統制
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ESRS G2案：企業行動

CSRDに開示要件としてすでに記載されているいくつかの報告分野の開示要件を詳述することに加えて、EFRAGは、各ESRSがサス
８．５

テナビリティの問題に関連する他の様々なEU規則の要件を考慮し、それに基づいて構築し、その目的を果たすことを確実にする必
要があります。そのような規制の中にはSFDRがあり、金融セクターに対して、そのセクターの企業が顧客に提供する製品やサービス
の環境的・社会的特性に関連したいくつかのサステナビリティの開示要件を課すものです。いくつかの活動についてサステナビリティ
の整合基準を定義し、そのような活動が持続可能であるかどうかの評価を容易にするEUタクソノミの環境規制；そして来たるべき
企業のサステナビリティに関するデューデリジェンス指令 (2022年2月にECによって公表された提案) で、パリ協定に沿った気候変動
移行計画の策定要求など、サステナビリティの問題に関する管理・監督機関の責任を強化しています。
CSRDの提案は2022年後半に最終化される予定で、適用日はその時点で公表されます。一定の企業は、2024年の報告期
間（2025年発行予定) からESRSを用いてサステナビリティ報告をすることに備える必要があります。その他の企業は、準備期
間としてさらに1～2年が与えられています。最終ESRSの適用日はまだ公表されていません。詳細については、Deloitteの2022
年5月の iGAAP in Focusを参照してください。

サステナビリティと気候情報開示に関する新たな規制と基準の理解と比較
サステナビリティと気候変動に関する報告に関連する最近の規制や基準設定の進展は、サステナビリティ報告の状況が変化する
中で、より明確で一貫性があり合理的であるという市場の目標を支持しています。提案には多くの類似点があり、主に規制の性
質と開示の粒度に違いが生じます。
SECの開示規則案とECのCSRDの提案は、米国企業、EU企業、およびその規制の適用対象となる他の法域の企業にもサステナ
ビリティと気候の開示を義務付けることを目的とした法域規制案です。一方、ISSBのIFRS第S1号案、IFRS第S2号案、EFRAGの
ESRS案（CSRD案に準拠） は、より詳細な測定・報告基準である開示基準案です。これらの基準案は各国の規制を支持する
ものであり、ESRS案は欧州連合におけるCSRDの提案を通じて義務付けられ、ISSBの基準案は、最終的には英国やその他の国
で義務付けられることが期待されています。IOSCOの一部の加盟国は既にISSB基準の強制適用の支持を表明しており、速やか
な適用が期待されます。
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以下の図とQ&Aは、進展の性質と関連する組織を示し明確にしています。

アメリカ合衆国

地理

ESG

財務

国際

欧州連合
財務

ESG
規制管轄区域の

EC

SEC

メンバーを有する

金融証券
規制機関

財務報告開示
財務報告
規則
開示規則

気候情報
開示規則案

委任

CSRD案

(指令
2013/34/EU)

(改訂指令
2013/34/EU)

委任/補完

委任

現地で一般に
公正妥当と認
められている
会計原則
(GAAP)

米国会計基準

非規制機関
(例:SEC、欧州連合)
IOSCO

•
•金融安定理事会

IFRS財団

ESRS案

報告基準

当局/委員会

委任

EU国家基準
設定主体

SEC/FASB

その他の管轄

会計指令

ISSB
(サステナビリ
(財務報告)
ティ報告)
IASB ®

IFRS ®
会計基準

その他

IFRS第S1号案
IFRS第S2号案
基準

互換性を確保するための合意

任意の報告
フレームワーク

TCFD、GHGプロトコル、価値報告財団 (SASB及び国際統合報告評議会(IIRC) ) 、気候変動関連
情報審議会、グローバル・レポ＾ティング・イニシアティブ (GRI)

1. 米国とEUの規制案は似ていますか？同様の措置や開示を企業に求めていますか？
SECの規則案とECのCSRD案にはいくつかの重要な違いがあります。第1に、SECの規則案は、気候関連情報のみの開
示を義務づける一方で、ECのCSRD案は、企業にサステナビリティと気候関連情報に関する報告を求めています。第2
に、SECの規則案とは異なり、ECのCSRD案では、（欧州連合内の) 企業に遵守を求める一連の報告基準 (ESRS) の
策定が義務付けられています。SECは、規則案に規定された開示はGHGプロトコルとTCFD提言に基づいていますが、
ESRSのような報告基準の策定・義務化は提案していません。第3に、影響を受ける企業の範囲が異なります。EUの
規制は上場していない大規模な事業体にも適用されますが、SECの規制案はSEC登録企業にのみ適用されます。最
後に、EUと米国で提案されている開示は、重要性の判断において異なる焦点を用いています（以下の議論を参
照) 。
2.

SECは米国の公開企業に対し、サステナビリティと気候変動に関する情報開示の基準のうち、どの基準に準拠して報
告を行うよう求めますか？
SECは、外部で策定された基準を指定するのではなく、独自の情報開示を提案しています。その提案は、米国の気
候報告規定が、ISSBのような国際的なサステナビリティ基準に従って作成された報告を包含するように構成されるべ
きかどうかについてのフィードバックを求めています。SECは、ISSBまたは同様の機関のガイダンスに基づく代替的な報告
基準の使用について、どのような条件を設けるべきか（例えば、すべての会社がそのような代替的な報告規定を使
用することを認めるべきかどうか)を検討しています。現時点では、SECがISSBやEFRAGのEDに注目する（例えば、海
外のSEC登録企業(FPI)に対して、IFRS第S2号の気候開示EDやESRS EDの適用を認める等）かどうかは不明です。
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3.

SECの提案は、企業のサステナビリティと気候に関する情報開示を整合させる基準を示しておらず、EFRAGは欧州連
合のための基準案 (ESRS) を策定しています。ISSBのサステナビリティ基準案はどのような位置づけになるのでしょう
か。
ISSBの基準設定の目的は、サステナビリティ報告のグローバルベースラインとしての役割を果たすことです。ISSBは
2021年後半に設立されて以来、既存のサステナビリティ報告の基準と枠組み（例えば、SASB、IIRCおよびTCFD
のもの)を統合し、合理化する取り組みを続けてきました。また、ISSBは、ISSBのサステナビリティ基準とSECの規制
案やEFRAGのESRS案のような各国・地域の規制との間の互換性を促進するためのワーキンググループを設置しまし
た。国・地域レベルでのサステナビリティに関する情報開示基準の設定は新しいものであり、米国と欧州連合 (EU)
が先行しています。サステナビリティに関する開示規制をまだ設けていない他の国・地域では、ISSBによる規制上の
開示要件の例や、基礎となるIFRS第S1号及びIFRS第S2号により企業の開示の整合性を検討することができま
す。

4. 開示案に対する保証は必要ですか?
SECの規則案とCSRDの提案は、どちらも保証を要求しています。SECの規則案では、財務諸表注記の中に開示され
る財務諸表への影響はICFRの範囲内となり、財務諸表監査の対象となります。さらに、SECの規制案では、スコープ
1およびスコープ2のGHG排出量開示について、限定的保証（合理的保証の段階的導入を含む) を提供していま
す。CSRDの提案では、ESRSに沿ったサステナビリティ報告がマネジメント報告（例えばMD&A）を通じて求められま
す。このようなサステナビリティ報告は、当初は限定的保証ですが、報告の枠組みが進化するにつれて、合理的保証
に進展するでしょう（最終的なCSRDでは、合理的保証に移行するためのタイムラインが規定される可能性が高いで
す。）。さらに、ISSBの最終的なIFRS第S1号およびIFRS第S2号基準への準拠は、基準が義務付けられている各国・
地域における保証の対象となる可能性があります。
5. ISSBが提案した基準とEFRAGの基準と比較するとどうなりますか？これらの基準案は、SECの気候変動開示規則
案のニーズを満たしていますか？
以下の表は、SEC規則案、IFRS第S1号およびIFRS第S2号基準案、およびESRS案の主要な条項を比較したものであ
る。
規則 (案)
SEC

要件の ガ イ ド

タイプ

SECの正式な規制上の
開示要求案

範囲

気候関連の開示
(業種に関係ない)

8

基準 (ED)
IFRS
ISSBによって策定され、管
轄区域で規制される基準

ESRS
EFRAGが開発したCSRD
が規定する基準

サステナビリティ (S1)

サステナビリティに

および気候関連 (S2)

関する情報開示

情報開示 (産業別)

(業種別)

(表続き)
基準 (ED)

規則 (案)
SEC
マテリアリティ

IFRS

投資家重視型:

投資家重視型:

「合理的な株主が、 (省略され

情報の省略、誤表示、覆い

た事実を) 議決権の行使方法

隠しが、主要な利用者が企

を決定する上で重要であると

業の企業価値を決定する際

考える実質的な可能性」 また

に影響を及ぼすことが合理

は 「省略された事実の開示

的に予想される。

ESRS
ダブルマテリアリティ:
•

気候問題が事業
戦略に与える影響

•

事業戦略が人類
や環境に与える影
響

は、合理的な投資家が、利用

要件の ガ イ ド

可能な情報の 「総合的な構
成」 を著しく変更したとみなす
であろう」 という米国最高裁の
定義に一致する。
保証

•

限定的保証とそれに続く

管轄区域の要求事項に

限定的保証とそれに続く合

合理的保証 (スコープ1と

従う。

理的保証 (報告されたサス

スコープ2のGHG排出量)

•

テナビリティ情報)

財務諸表監査/ICFR (財務
インパクト指標)

ガバナンス

•

取締役会による気

•

取締役会の権限と方針

割

督と専門知識

•

マネジメントが気候関
連リスクについて報告

気候関連の報酬方針

•

気候関連情報開示

セス

•

気候関連のリスクが事業
や財務の結果に与えた重

(気候リスクと機会)

大な影響、または与える
可能性が高い影響

•

シナリオ分析の詳細 (実
行された場合)

リスク管理

•
•
•

気候関連リスクを識別、評

気候リスクに対する直

•

接的・間接的な対応

•
•

戦略、ビジネスモデル、見通し
に対するリスクの影響

•

•

•

財政状態の変化と資

•

インセンティブ制度へのサ
ステナビリティの統合
特定されたサステナビリテ
ィのリスクと機会
デューデリジェンスのプ

源への影響

ロセス、バリューチェーン

リスクと機会に対

への悪影響、および是

応した資産

正措置の説明

シナリオ分析によって得ら

•

気候関連リスクを特

さまざまな気候シナリオに
対する耐性

れた戦略の回復力

•

報告期間中に対処したサ
ステナビリティに関する事項

•

され、モニターするプロ

戦略

サステナビリティに関するガ
バナンスとマネジメントの役

へのリスクと機会の反映

候関連リスクの監

•

•

•

気候関連リスクを特

価、管理するためのプロセス

定、評価、管理するため

定、評価、管理するた

気候関連リスクの重要性と重

のプロセス

めのプロセス

大性

全体的なリスク管理プ

移行リスクに関する実際のま
たは潜在的な規制の検討
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•

ロセスへの統合の程度

•

気候変動の緩和と
適応のリスク管理計
画と政策

(表続き)
規則 (案)

基準 (ED)
IFRS

SEC
財務

•

気候関連事象と移
行活動に対する財政
的影響と支出の指

•
温室効果ガス排出
量

•

気候関連メ ト リ ッ ク

•

標
財務上の見積りへの影
響および仮定

ESRS

報告期間中の財政状態、業 物理的リスクおよび移行リ
績、キャッシュ・フローに対する スクの財務的影響、なら
気候関連のリスクと機会の影 びに影響を受ける財務諸
響、および短期、中期、長期 表項目および短期、中期
にわたる予想される影響

および長期にわたる予想さ
れる影響への参照

•

必要とされるスコープ1、スコ

GHG排出量

ープ2、スコープ3のGHG排出

2、および必要とされる

スコープ3 GHG排出量

量

スコープ3のGHG排出
量、およびメソドロジーに

(重要な場合) またはス

対する重要な変更

コープ3目標

•
•
目標およびその
他のメトリック

•
•

スコープ1、スコープ

スコープ1とスコープ2の

•

GHGごとの総排出量

定性的および定量的な
GHG情報の詳細開示

GHG排出原単位
気候関連の目標やゴ

•

気候リスクと機会を評

ール、中間目標、定

価するために用いられ

性的開示の支援

る指標

カーボンオフセットや再生
可能エネルギークレジット
(REC)

•

目標、実績、目標設定
の考え方

•

パリ協定と整合した目標
(1.5°C) 、ネットゼロ目標
(該当する場合) 、使用さ
れた方法と枠組み

•

業界ベースの測定
基準

•

•

ネットゼロターゲットの場
合、適用されたメソドロジ
ーとフレームワーク

•

目標と目標設定プロセ
ス、産業ベースの指標、オ
フセット、再生可能エネル
ギー証書、エネルギー指

•

詳細な解析として、次の点を考慮します。

•

標、内部炭素価格決定

EDに基づく、ISSBの基準案とEFRAG基準案との主な比較は、以下のように要約できます。
o

基準の範囲と幅広さ ―ISSBが提案しているIFRS S1基準は一般的なサステナビリティの開示に焦点を当ててお
り、提案しているIFRS S2基準は気候関連の開示に焦点を当てています。これとは対照的に、EFRAGの13のED
で提案されている基準は、全般的に対象範囲が広く、一般原則やサステナビリティに関する開示要件のほか、
環境、社会、ガバナンス、分野横断的事項に関する幅広いトピックに関する開示要件を網羅しています。

o

国・地域の規制による権限付与—EFRAGが提案するESRSは、最終的に欧州連合において最終的なCSRDによ
って権限付与されます。しかしながら、英国や中国などの一部の国・地域は、ISSBの最終基準の採択に向けた
意思と関心を表明しており、G7の財務大臣や中央銀行総裁は、ISSBの基準を使用する準備をするよう国・地
域に奨励しているものの、ISSBの基準は、いずれの国・地域の規制によっても正式に義務付けられてはいませ
ん。
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重要性―企業がどの情報を開示すべきかを判断するために、提案されているESRSは、ステークホルダーに焦

o

点を当てたダブルマテリアリティ評価を要求しています。これは、 (1) 企業の価値創造に対するサステナビリテ
ィのトピックの重要なリスクと機会 (財務的重要性) 、および (2) 企業の経済、環境、人々への重要な影
響 (重要性への影響) の両方を考慮するものです。しかし、ISSBの提案する基準は、投資家を対象としてお
り、企業価値に焦点を当てています；したがって、ISSBが提案している重要性要件は、主に一般的な財務
報告の利用者に焦点を当てています。
既存の気候情報開示基準とフレームワークに基づき、TCFDの提言は、ISSBが提案したIFRS S2気候基準の出発

o

点となりました。ISSBが提案する基準では、TCFD提言で求められている4つのテーマ（ガバナンス、戦略、リスク管
理、および指標と目標）に沿った開示が求められています。これとは対照的に、EFRAGが提案したESRS E1気候
基準は、EU TaxonomyとSFDRを考慮に入れており、戦略（一般的な情報、戦略、ガバナンス、重要性評価を
含む）、実装（政策、目標、行動計画、資源を対象とする）、パフォーマンス測定という3つの主要要素を中
心としたアーキテクチャを有しています。しかし、EFRAGは、TCFDの勧告のほとんどをESRS E1基準の提案に組み込
み、開示要件となるようにしています。
o

開示の細分性―ISSBが提案している基準とEFRAGが提案しているESRSのいずれにおいても、詳細な開示が必
要となりますが、提案されているESRSに示されている開示の方がより詳細です。例えば、企業の事業活動やバ
リューチェーンにおける気候関連の物理的リスクの評価において、提案されているESRS E1基準では、企業の資
産や事業活動に影響を及ぼす可能性のある気候関連のリスク (少なくとも排出量の多い気候シナリオの場
合) と、気候関連の移行事象を特定することが求められます。さらに、EFRAGが提案している基準とISSBの基
準はいずれも、マネジメントレポートにおいて、物理的リスクや移行期の気候関連リスクや機会の財務的影響、
業界固有の指標を含む財務指標の開示を求めることになります。EFRAGは、ESRSの業界固有の開示要件に
関する提案書をまだ公表していません (次回のEDリリースで公表予定) 。しかし、EFRAGは自社のEDとISSBのED
をマッピングした文書を公開しています。

• SECの要求事項との潜在的な整合性― IFRS S2基準案およびESRS E1基準案は、以下の点でSECの規則案と整
合しています。

年次財務報告における開示―ISSBのIFRS S2基準案では、企業の一般目的財務報告の一部として、財務

o

諸表の報告期間と同じ期間に気候関連の財務開示を行うことが規定されています。EFRAGのESRS E1基
準案も、財務諸表の公表と同時に経営陣の報告書に開示することを求めています。SECは、企業が登録届
出書 (例えば、フォームS-1、S-3、S-4、F-1、F-3、およびF-4) および年次報告書(例えば、様式10-K及び20-F)
で開示を行うことを要求しており、IFRS S2やESRS E1と一致しています。
o

気候関連の開示項目―SECの提案規則と同様に、提案されているIFRS S2およびESRS E1基準は、気候関連
のガバナンス、戦略、およびリスク管理に関する開示要件を課すものです。

11

o

気候関連のリスクと機会の財務的影響の強調―TCFD提言、SECの規制案、ISSBのIFRS S2基準案、
EFRAGのESRS E1基準案は、それぞれ気候関連のリスクと機会の財務的意味合いの開示を強調してい
ますが (ESRS E1基準案は影響の開示も強調) 、この基準案はSECの規制案よりも詳細な定量情報を必
要とします。

•

SECの要求事項とISSBおよびEFRAGの要求事項との間の潜在的な相違点―IFRS S2基準案およびESRS E1基準
案は、以下の点でSECの規則案と相違しています。
o

ESRS E1基準案の重要性の要求事項―ESRS E1基準案では、全てのステークホルダーを重視するダブルマテリ
アリティが要求されます。これは、SECが提案した重要性（米国最高裁の重要性の定義と一致）とは異なり
ます。

o

GHG排出量―3つの提案はすべてスコープ1とスコープ2のGHG排出量の開示を要求していますが、IFRS S2基準案
はすべての報告企業にスコープ3排出量の開示を要求しています。SECの規制案では、 (1) 企業が排出量に重要
性があると判断した場合、または (2) スコープ3の目標が設定されている場合に限り、企業にスコープ3の排出量を
開示するよう求めています。同様に、ESRS E1基準案は、重要であればスコープ3排出量の開示を要求していま
す。ISSB S2案およびESRS E1基準案では、全体としてより詳細なGHG排出量の開示が求められます。例えば、
ISSB S2案は、産業別排出量の開示を要求し、ESRS E1基準案は、規制された排出量取引制度(EU排出権取
引制度など)の下でのスコープ1排出量の割合のより詳細な開示を要求します。

o

財務諸表項目の要求事項― ISSB S2基準案およびESRS E1基準案では、マネジメントレポートにおいて財務イ
ンパクト指標の開示が要求されていますが、このような開示は、重要性1%の要求事項を含め、財務諸表の表
示科目ごとの開示を求めるSEC提案の要求事項を満たしていません。さらに、SECの規制案では、財務諸表の
注記に特定の財務諸表への影響指標の開示が要求されていますが、ISSB S2基準案及びESRS E1基準案で
は、マネジメントレポートに財務関連指標の開示が要求されています。

重要なポイント

•
•
•
•

IFRS S2基準案及びESRS E1基準案はいずれも、SECの気候変動開示規則案の要件の一部を満たしていま
す。
SECが提案している財務諸表の指標開示の要求事項、重要性、報告バウンダリーに違いがあります。
ISSBのIFRS S2基準案は、SECが提案している規則とより密接に整合しています。その理由の1つ
は、開示要求案の出発点であるTCFD提言が共通していることにあります。
EFRAGが提案しているESRSは、TCFD提言と整合し、SECの開示規則案の要件を満たす類似の要件を含ん
でいるものの、提案されている基準の構成は異なります。
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企業の考慮事項
3つの重要な展開の中で最も共通しているのは、サステナビリティに関する情報開示のランドスケープを変化させることを目指し
ていることです。SECとECの提案は、年次財務報告書と並行して、その中で気候関連の開示を義務付けるものです。ISSBの
基準案は、最終的にはサステナビリティと気候変動に関する情報開示の基準となり、各国の将来の規制要件をサポートする
ものと期待されています。
今後は、サステナビリティ報告書が財務報告書と同等のレベルまで成熟するためには、さらなる時間と資源が必要です。例え
ば、報告期限の短縮、ガバナンスとデータ管理の強化が求められます。ガバナンス、リスク管理、ESG戦略における財務指標と非
財務情報開示の統合は、組織のコミュニケーション、つながり、説明責任の向上を促進します。以下に、企業がこのような情報
開示環境の変化に備えて行動を起こす際に考慮すべき点をいくつか挙げます。

今ある情報と今できるこ

•

•

•

気候別の開示(例え

ョンの実行

評価する

する

•

教育、スキルアップ、アクシ

ガバナンス、データ管理、保証を

何が欠けているかを理解

とから始める

報告要件、優先順

•

内部統制とデータガバナンス

•

組織能力を構築し、取締

ば、TCFD、CDP、

位、スケジュール、ス

の現在のシステムを評価し、

役会および経営層レベル

GHGインベントリ)

テークホルダーの期待

データ所有者の役割と責任を

でのトレーニング

の明確化

定義

業界固有の情報
開示(例:SASB)

全般的サステナビリティ

•

•

規制案と比較し

•

強固なコントロール環境のサ

•

財務報告チームやサステ

たレポートのギャッ

ポートのために、取締役会の

プの特定と評価

監督とトップダウンの説明

連する利害関係者のコ

責任メカニズムの確立

ネクト

関連する内部利害

•

外部ステークホルダーに対する

•

ナビリティチームなど、関

新たな規制要件に対

およびその他の開示

関係者およびプロセ

透明性と説明責任を促進す

応するための明確なア

(例えば、GRI、サステナ

ス所有者とデータ要

るツールとしての保証の役割

クション・プランの作成

ビリティWebサイト、ア

件の伝達

の検討

ニュアルレポート、方針
など)
企業は、パブリック・コンサルテーションへの参加を求め、企業および業界固有の視点を提供することができます。SECの気候変
動開示規則案およびISSBとEFRAGの基準案の最終決定に向けて、企業は、受け取ったパブリックコメント、規則案のバージョ
ンアップ、その他の新しいESGおよび気候変動開示の進展など、今後の進展について継続して注目することが推奨されます。そ
うすることで、企業がESGへの取り組みを続ける中で、正確かつ信頼できる気候変動報告が可能となるでしょう。
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財務責任者のための Dbriefs
Deloitte のライブウェブキャストである Dbrief にご参加ください。お客様のビジネスに影響を及ぼす重要な動向について貴重な情報を提供します。財務報告、税務
会計、事業戦略、ガバナンス、リスクのトピックについて Dbriefs の「財務責任者」シリーズをご覧ください。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 Dbriefs は、CPE クレジットを取得するための便利で柔軟な方法を、お客様のデスクでも提供します。
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