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欧州サステナビリティ報告 
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背景 

2022年11月、欧州理事会はCSRDを最終承認しました。CSRDは、EU全体のサステナビリティ活動に向かう資本の流れ

を改善することを目的とした包括的な基準であり、EUのサステナブル金融パッケージの中心部分です。CSRDによって、非

財務報告指令 (NFRD) 、会計指令、透明性指令、監査指令及び対応する監査規則が改正されます。 

 

企業がすべての重要なサステナブル関連のトピックに関して、関連性があり、比較可能で、かつ信頼できる情

報を開示することを保証するために、CSRDは、その対象企業がESRSを適用することを要求しています。 

• EUの企業サステナビリティ報告指令 (CSRD) は、EFRAGが作成した欧州サステナビリティ報告基準を使用し

て報告することを企業に要求しています。 

• EFRAGはESRS草案の第一弾をECに提出しました。提出された基準一式には、全般規定を定めた2つのクロス

カッティング基準、環境(E)を対象とする5つの基準、社会(S)を対象とする4つの基準、ガバナンス(G)を対象とす

る1つの基準が含まれています。 

• これにより、2022年4月にパブリックコメントを求めるために公開草案が公表されたことに続き、基準の最終化に

向けたもう一つのマイルストーンが達成されました。ECは今後、EU機関及び加盟国と基準案について協議し、そ

の後、欧州議会及び理事会による審査期間が設けられます。CSRDは、最終基準を委任法令として2023年6

月30日までに採択することを求めています。それまでは  ESRS「草案」とされます。 

• EFRAGは、2024年6月までに委任法令として採択されるために、セクター、中小企業、EU域外企業の要求事

項を含む詳細基準を今後ECに提供する予定です。 
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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。 
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公開草案との相違点 

以下は、EFRAGが発行した公開草案との主な違いです。 

• ガバナンス、リスク管理及び内部統制にかかる、公開基準案の要求事項がESRS 2草案に組み込まれたため、基準の数は13から12に削

減されました。 

• ESRS草案は現在、国際サステナビリティ基準審議会 (ISSB) の公開草案と同じ構成となっており、気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD) で使

用されている柱と整合する、ガバナンス-戦略-リスク管理-指標および目標の構成要素を使用しています。ダブルマテリアリティの原則への対応及び、

全般開示とESRSがカバーしなければならないCSRDで特定されたトピックとの間の相互作用の強化が適用されました。 

• ESRS草案は、財務的マテリアリティやバリューチェーンなどの定義や開示要求の文言を含め、サステナビリティ報告のためのグローバルな基準設定の

イニシアティブの作業をECが可能な限り考慮しなければならないというCSRDの要求事項に対応するために更新されました。 

• ESRSによって特定されたすべての必要な開示要求は重要であり、関連するESRSに従った完全な開示を正当化するという反論可能な推定

(rebuttable presumption)の提案は削除されました。 

• CSRDやその他の法的要求を満たすことに関しては、重要性評価にかかわらず、一定の情報を開示することが求められます。 

• 開示要求の数は136から84に、定性的・定量的データポイントの数は2,161から1,144に削減されました。 

• 多くの開示要求には段階的導入のための猶予期間が定められており、企業がCSRDの報告義務対象となってから1、2又は3年後までに報告される必

要があります。バリューチェーン全体からデータを取得する必要がある報告は、最初の3年間は要求されません (その間、企業はバリューチェーンに関する洞

察を提供するために社内データを使用する必要があります) 。ただし、利用者がEUの他の法律の要件に準拠できるようにするためにバリューチェーンのデー

タが必要な場合はこの限りではありません。 

見解 

CSRDには、企業がサステナビリティステートメントに含めるべき情報が記載されています。企業は、短期、中期、および長期の期間をカバーする、バリューチェー

ンを含む、定性的、定量的、将来の、および遡及的な情報を提供する必要があります。提供される情報は、ダブルマテリアリティが適用される場合がありま

す (下記参照) 。 

 

 

この要求事項をサポートするために、CSRDはECが以下を採択することを義務付けています。 

• 2023年6月30日まで：横断的かつセクター共通の情報を含むサステナビリティ報告基準の第一弾 

• 2024年6月30日まで 

– セクター固有の開示を求める基準 

– 中小企業の基準 

– EU内の売上高が150百万ユーロを超え、かつEU内に大規模な子会社または支店を持つ、EU非上場かつEU域外企業の基準 

 

ECはEFRAGのサステナビリティ報告委員会 (SRB) にESRS草案の作成を委託しました。EFRAGは現在、第1弾をECに提出しています。EFRAGは2023年第2四半期

に上記の残りの基準の公開草案を公表する予定です。 

 

次のステップとして、CSRDは、ECが委任法によって基準案を採択することを要求しており、その提案はEFRAGの技術的助言について様々なEU機関(すなわち、

サステナブル金融に関する加盟国の専門家グループ、欧州証券市場監督局、欧州銀行監督局、欧州保険・職業年金監督局、欧州環境庁、欧州連合基

本権機関、欧州中央銀行、欧州監査監督機関委員会、サステナブル金融に関するプラットフォーム)と協議した後、欧州議会および理事会に提出されます。 

 

 

ESRSの構成 

ESRSの構成はCSRDに基づいており、CSRDはESRSがカバーすべきサステナビリティ情報のリストを定めています。 
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全般要求事項 

ESRS 1  

全般開示事項 

ESRS 2  

気候変動 

ESRS E1 

汚染 

ESRS E2 

水と海洋資源 

ESRS E3 

生物多様性と生態系 

ESRS E4 

資源利用と循環型経済 

ESRS E5 

自社従業員 

ESRS S1 

バリューチェーンの労働者 

ESRS S2 

影響を受ける地域社会 

ESRS S3 

消費者と最終利用者 

ESRS S4 

業務行為 

ESRS G1 

 

 

EFRAGは、相互に補完し作用する以下の3つのカテゴリーの標準を作成しています。 

• クロスカッティング基準：以下に適用する全般規定を対象とします。 

– CSRDによって改正された会計指令の下で、企業がサステナビリティに関連する情報を作成し、表示する際に遵守すべき全般要求事項(ESRS 1草

案) 

– 活動分野にかかわらずすべての企業に適用され(すなわちセクター共通)、全てのサステナビリティトピックにわたって適用される(すなわち、クロスカッ

ティング)全般開示事項 (ESRS 2草案) 

• トピック基準：セクター共通の特定のサステナビリティトピックをカバーする基準、すなわち、サステナビリティのインパクト・リスク・機会に関する開示要求は、事

業を行うセクターにかかわらず、すべての企業にとって潜在的に重要であると考えられます。 

• 特定のセクター基準：事業を行うすべての企業にとって潜在的に重要であると考えられるサステナビリティのインパクト・リスク・機会に関する情報の開示を規

定するセクター固有の基準です。 

 

2022年11月に提出された基準案には以下が含まれています。 

 

クロスカッティング基準 
 

 

 

トピック別基準 
 

環境 
 

 

社会 
 

 
 

ガバナンス 
 

 

クロスカッティング基準 

ESRS 1草案 全般要求事項 

 

目的 

ESRS 1草案の目的は、企業がCSRDの下でサステナビリティ関連情報を作成し表示する際に遵守すべき全般要求事項を定めることです。 

 

ESRSへの準拠 

企業は、適用されるESRSに従って、環境、社会及びガバナンス (ESG) 事項に関連するインパクト、リスク及び機会に関するすべての重要な情報を開示することが要

求されます。この情報により、企業がこれらの事項に与える影響と、これらの事項が企業の財務の発展、経営生成期及び財政状態に与える影響を理解することが

できます。 
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すべてのESRSにおいて、 「インパクト」 という用語は、インパクトマテリアリティの評価プロセスを通じて特定される、事業活動に関わるサステナビリティ関連のプラス

及びマイナスの影響を指します。「リスクと機会」 という用語は、財務マテリアリティの評価プロセスを通じて特定される、企業のサステナビリティ関連の財務上のリ

スクと機会を指します。これらを総称して「インパクト・リスク・機会」と呼びます。 
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利害関係者 

利害関係者とは、企業に影響を与えうる、または企業から影響を受ける可能性のある者と定義されます。基準案では、主に2つの利害関係者グループを特定して

います。 

• 企業から影響を受ける利害関係者：企業活動及びバリューチェーンを通じた直接的及び間接的なビジネス関係によって、利害関係がプラスまたはマ

イナスに影響を受ける、または影響を受ける可能性のある個人またはグループ 

• サステナビリティステートメントの利用者：一般目的財務報告の主要な利用者(資産運用会社、信用機関、保険会社を含む現在及び将来の投資家、

融資者、その他の債権者)、ならびに企業のビジネスパートナー、労働組合及び社会的パートナー、市民社会組織及びNGO、政府、アナリスト及び学者を

含むその他の利用者 

 

ダブルマテリアリティ 

ESRSでは、企業はダブルマテリアリティの原則を用いてサステナビリティに関する事項を報告することが求められています。 

 

ダブルマテリアリティには、インパクトマテリアリティと財務マテリアリティという2つの次元があります。サステナビリティ事項は、インパクトマテリアリティ、財務マテリアリテ

ィ又はその両方について定義された基準を満たす場合に、企業にとって「重要」となります。 

 

インパクトマテリアリティ対財務マテリアリティ 

インパクトマテリアリティと財務マテリアリティは、ESRS 1草案で以下のように定義されています。 

 

インパクトマテリアリティ 

サステナビリティ事項は、短期、中期又は長期にわたって企業が人や環境に対して及ぼしている、実際の又は潜在的なプラス又はマイナスの重要な影響に

関連する場合、インパクトの観点から重要です。この観点からの重要なサステナビリティ事項には、企業によって引き起こされた、又は寄与された影響と、企

業のビジネス上の関係を通じた、自社の事業、製品、サービスに直接関連する影響が含まれます。ビジネス上の関係は、直接的な契約関係に限定されず、

企業のバリューチェーン内の川上及び川下の関係を含みます。 

 

実際のマイナスの影響については、重要性は影響の深刻さに基づいており、潜在的なマイナスの影響については、影響の深刻さと可能性に基づいていま

す。企業は、影響の重要性を評価し、報告すべき重要事項を決定する際に、以下の4つのステップを考慮します。 

• その活動、ビジネス関係、サステナビリティの状況及び利害関係者を含む影響に関連する状況の理解 

• 関連する利害関係者や専門家との関わりを通じた、実際の影響と潜在的な影響 (マイナスとプラスの両方) の特定。企業はまた、科学的及び分

析的研究を利用することができます。 

• 実際及び潜在的な影響の重要性の評価 

• どの影響に対処すべきかをサステナビリティステートメントにおいて決定するための閾値を用いた、重要事項の決定 

 

財務マテリアリティ 

サステナビリティ事項は、短期、中期又は長期にわたって、キャッシュ・フロー、財政状態及び経営成績を含む企業の発展に重要な財務的影響を引き起こす

か、引き起こす可能性がある場合、財務的観点から重要です。この基準案では、企業の財務状態や経営成績に短期、中期又は長期にわたって影響を与

える可能性が高いため、企業の将来キャッシュ・フローに大きな影響を与える、または与える可能性が高いリスクや機会の重要性が強調されています。 

 

財務マテリアリティを評価するために、企業は以下を考慮します。 

• 財務上の効果のトリガーの存在と、これらのトリガーの重要性：短期、中期、及び長期の期間にわたって、企業のキャッシュ・フロー、発展、経

営成績、財政状態、資本コスト、又は財務へのアクセスに重大な影響を与える (又は重大な影響を与える可能性が高い) リスク又は機会を

生み出すものです。 

• 重要なトリガーの分類は次のとおりです。 

– リスク (将来の予想キャッシュ・インフローの減少又は将来の予想キャッシュ・アウトフローの増加及び/又は財務諸表に識別されない資本の

減少)；又は 

– 機会 (将来の予想キャッシュ・インフローの増加又は将来のキャッシュ・アウトフローの減少及び/又は財務諸表に識別されない資本の増加) 
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強制開示要求 

CSRDやその他の法的要件を満たすため、重要性評価の結果にかかわらず、以下の情報 (関連するデータポイントを含む) の開示が求められます。 

• ESRS 1草案におけるすべての開示要求 

• ESRS 2草案におけるすべての開示要求 

• ESRS E1草案におけるすべての開示要求 

• 従業員250人以上の企業に対するESRS S1草案における一定の開示要求 

• 他のEU規制に由来するEU法によって要求されるクロスカッティング及びトピック基準におけるデータポイント 

 

 
 

 
 

重要性と開示要求 

企業が、あるトピックが重要ではないと結論付け、そのため、トピック別のESRS草案のすべての開示を省略する場合、そのトピックに関する重要性評価の結論を簡

潔に説明することが求められます。 

 

指標を報告する際に、企業が、開示要求又は開示要求のデータポイントのいずれかによって規定された情報を、トピック別のESRS草案の指標と対象のセクション

に記載していない場合、そのような情報は暗黙のうちに 「企業にとって重要ではない」 として報告されていると見なされます。 

 

企業が、ESRSによってカバーされていない、又は不十分な粒度でカバーされていないインパクト・リスク・機会が、特定の事実及び状況 (重要性の評価に基づく) に

より重要であると結論付けた場合、企業は、このインパクト・リスク・機会に対応するための追加の企業固有の開示を提供することが求められます。 

 

 

サステナビリティに関するデューデリジェンス 

ESRS 1草案に示されているように、サステナビリティに関するデューデリジェンスとは、企業が環境や事業に関係する人々に対して実際に起こりうる重大な悪影響

を特定し、防止し、軽減し、説明するプロセスです。これらには、企業によって直接引き起こされる影響や、企業がその活動を通じて寄与する影響のほか、企業

自身の業務、製品、サービスにビジネス上の関係に直接的に関連する影響が含まれます。サステナビリティに関するデューデリジェンスは、企業の戦略、ビジネスモ

デル、活動、ビジネス関係、運営、調達、販売の状況の変化に対応する継続的な実務です。 

 

ESRSは、サステナビリティに関するデューデリジェンスプロセス自体を義務付けたり、ガバナンス組織の役割を拡大または変更したりするものではありません。しかし、

企業のサステナビリティに関するデューデリジェンスプロセスの結果は、その企業の重要なインパクト・リスク・機会の評価を示しています。 

 

情報の質的特性 

サステナビリティステートメントを作成する際には、企業は以下を用います。 

• 情報の基本的な質的特性：関連性と忠実な表現 

• 情報の質的特性の向上：比較可能性、検証可能性、及び理解可能性 

 

サステナビリティステートメントの掲載場所と構成 

サステナビリティに関する情報は、ESRS 1草案で特定されたEU指令に基づいて作成されたマネジメントレポートの専用セクションに、サステナビリティステートメントと

して提示することが求められています。これらの記載には、CSRDの適用対象企業が、環境的にサステナブルな活動の割合を示す定義された主要業績評価指

標を開示するための規則2020/852(EUタクソノミー)第8条の要求が含まれています。 

ESRS 1草案では、インパクトマテリアリティと財務マテリアリティの評価は相互に関連しており、企業は2つの側面の相互依存性を考慮することが求められて

います。 

 

出発点はインパクトの評価です。サステナビリティの影響は、当初から財政的に重要である場合もあれば、短期、中期、又は長期的に財政的な影響をもた

らすか、その可能性が高い場合に財政的に重要になる場合もあります。ESRSの下では、財務的にも重要であるかどうかにかかわらず、すべての影響をインパ

クトマテリアリティの観点から把握することが求められています。 
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企業は、現地の法律や一般的に受け入れられているサステナビリティ報告基準 (ISSBやGlobal Reporting Initiative (GRI) によって発行されたものなど) から生じる

追加の開示を、サステナビリティステートメントに含めることができます。そのような開示は、関連する法律、基準又はガイダンスを適切に参照して明確に特定される

べきであり、ESRSの開示要求を補完するものであるべきです。 

 

ESRSの開示要求によって規定された情報 (開示要求によって規定された特定のデータポイントを含む) は、以下の書類からの参照方式によってサステナビリティステ

ートメントに組み込むことができます。 

• マネジメントレポートの別項目 

• 財務諸表 

• コーポレート・ガバナンス報告書 (マネジメントレポートに含まれていない場合) 

• 報酬報告書 

• 自己資本規制第3の柱における開示 (自己資本の測定及び自己資本の基準に関するバーゼルIII規制を反映) 

 

これらの資料の参照は、参照による組込を行った開示が以下の基準をすべて満たす場合にのみ認められます。 

• これらは、他の文書の関連する開示要求 (又は開示要求によって規定された関連する特定のデータポイント) に対応するものとして明確に特定された情報の

別個の要素を構成すること 

• マネジメントレポートと同時に発行されること 

• 少なくともサステナビリティステートメントと同じレベルの保証の対象となること 

• サステナビリティステートメントに関連する他の情報と同じ技術的なデジタル化の要件において利用可能であること 

 

報告企業 

一般的に、サステナビリティステートメントの報告企業は、関連する財務諸表の報告企業と同じである。しかし、サステナビリティ情報を報告する目的で、サステナ

ビリティステートメントの範囲は、報告企業を超えて、企業の川上及び川下のバリューチェーンの重要なインパクト・リスク・機会を含むように拡張されます。 

 

持分法で会計処理されている、又は財務諸表で比例連結されている関連会社又は合弁会社が、企業のバリューチェーンの一部である場合、企業は、バリューチェ

ーンの他のビジネス関係で採用されているアプローチと整合するように、それらに関する情報を含める必要があります。 

 

報告期間と時間軸 

企業のサステナビリティステートメントの報告期間は、財務諸表の報告期間と一致します。 

 

サステナビリティステートメントを作成する際、企業は報告期間の末日時点で以下の時間分類を適用します。 

• 短期：企業が財務諸表上の報告期間として適用している期間 

• 中期：短期の報告期間終了時から5年間 

• 長期：5年超 

 

ただし、企業は、その重要なインパクト・リスク・機会を特定し管理するため、又は行動計画を確立し目標を設定するための独自のプロセスを反映するために、指定

されたものとは異なる中期・長期の時間軸の定義を使用することができます。 
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サステナビリティ情報の作成及び表示 

ESRS 1草案には、以下の具体的な表示要件が含まれています。 

 

比較情報 

企業は、当期に開示されたすべての指標に関して1年分の比較情報を開示し、当期のサステナビリティ開示の理解に関連する場合には、記述的なサステナビリ

ティ開示についても1年分の比較情報を開示することが求められます。適用初年度には、企業は比較情報の表示をせずに1年延期することができます (下記 

「経過規定」を 参照ください) 。 

 

不確実性の下における見積り 

バリューチェーン情報を含む指標を直接測定できず、推定しかできない場合、測定の不確実性が生じる可能性があります。シナリオ又は感度分析を含む合理

的な仮定及び推定の使用は、サステナビリティ関連の指標を作成するうえで不可欠な部分であり、仮定及び推定が正確に記述及び説明されていれば、情

報の有用性を損なうものではありません。 

 

報告期間後の事象 

企業は報告期間の後、マネジメントレポートの発行が承認される前に情報を得ることがあります。そのような情報が、期末時点に存在する状況に関する証拠ま

たは洞察を提供する場合、企業はそれを検討し、適切な場合には、新しい情報に照らして、見積りおよびサステナビリティ開示を更新すべきです。一方、そのよ

うな情報が、報告期間終了後に発生した状況に関する証拠または洞察を提供する場合、企業は、これらの年度終了後の事象の存在、性質、および潜在

的な結果を示す定性的又は記述情報を提供すべきです。 

 

サステナビリティ情報の作成方法及び表示方法の変更 

目標の設定と監視に使用される指標を含む指標の定義と計算は、時間の経過とともに一貫している必要があります。指標又は目標が再定義又は置き換えられ

た場合、実行不可能でない限り、企業は再定義された比較数値を提供しなければなりません。 

 

過年度の誤謬 

企業は、実行不可能でない限り、開示された前期の比較金額を再表示することにより、重要な前期の誤りを訂正することが要求されます。 

 

連結報告 

企業が連結レベルで報告している場合、グループの法的構造にかかわらず、連結グループ全体の重要なインパクト・リスク・機会の評価を行うべきです。 

 

知的財産、ノウハウ又はイノベーションの成果 

企業は、商業的価値を有する秘密であること、企業が秘密を保持するための合理的な措置を講じていることなどの一定の基準を満たす場合には、開示要求の

目的を満たすのに関連する場合であっても、知的財産、ノウハウ又はイノベーションの成果に関する具体的な情報を省略することができます。 

 

つながりのある情報と財務諸表との結合性 

企業は異なる情報間の関係を記載することが求められます。これには、ガバナンス、戦略、及びリスク管理に関する記述情報を、関連する指標や目標に結びつける

ことが含まれます。 

 

財務諸表に直接表示される重要な情報の閾値を超える金額やその他の定量的なデータポイントがサステナビリティステートメントに含まれている場合、企業は財

務諸表の対応する情報を見つけることができる関連個所への参照を含める必要があります。 
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開示免除 

CSRDは、EU域外の親会社の子会社は、親会社がESRS又はECによって同等とみなされる基準に基づいて報告し、保証意見を含む連結サステナビリティ報告

書が公表されている場合、情報を開示する必要はないと規定しています。何が 「同等」 とみなされるかは、まだECによって決定されていません。 

 

 

経過規定 

企業固有の開示  

企業は、企業固有の開示を定義する際に、最初の3年のサステナビリティステートメントにおける準備のための経過措置を適用することができ、その場合において

以下を含めるべきです。 

• それらの開示がESRS 1草案で言及されている品質の特性に合致するか、又は適合している場合には、過去の期間に報告した企業固有の開示 

• IFRS S2草案「気候関連開示」の付録B及びGRIセクター基準のような、利用可能なベストプラクティス及び/又は利用可能な枠組み又は報告基準を用

いて、そのセクターにおける事業にとって重要なサステナビリティ事項をカバーするための追加的な開示 

 

バリューチェーン 

ESRSを適用したサステナビリティ報告書の作成の最初の3年間は、バリューチェーンの一部である中小企業の負担を制限するために、ESRS 2草案で指定された限

られたデータポイント又は開示要求を除き、川上及び/又は川下のバリューチェーンにおける直接的および間接的な取引関係によって、企業に関連する事項へのイ

ンパクト・リスク・機会に関する情報は要求されません。 

 

バリューチェーンに関する必要な情報がすべて入手できない場合には、バリューチェーン情報を入手するために行った努力、その情報が入手できなかった理由、及

び今後その情報を入手するための企業の計画について説明することが求められます。いずれにせよ、最初の3年間において、ESRS 1草案を適用する際に、企業

は利用可能な社内バリューチェーン情報を使用することが期待されます。 

 

比較情報 

ESRS 1草案の初度適用を緩和するために、企業は比較情報の表示を1年延期することができます。ESRS 1草案はまた、ESRSを適用したサステナビリティステートメ

ントの作成の初度適用年度には省略が認められる、又は適用を除外される、トピック別のESRSにおける開示要求又は開示要求のデータポイントの段階適用規

定を設けています。 

 

ESRS 2草案 全般開示事項 

目的 

ESRS 2草案は、活動分野(すなわちセクター共通)にかかわらず、すべての企業に適用され、サステナビリティのトピック(すなわちクロスカッティング)に渡って適用され

る開示要求を定めています。 

 

作成の根拠 

企業は、サステナビリティステートメントを作成するための全般的な基礎を開示する必要があります。この開示要求の目的は、企業がどのようにサステナビリティステー

トメントを作成するかを指定することであり、これには連結の範囲、バリューチェーン情報、及び関連する場合にはCSRDによって許可されている子会社の開示免除が

含まれます。 

 

 

作成の根拠に関連して、基準案には、追加の開示が必要となる具体的な状況、特に以下の場合が含まれています。 

• 企業が、ESRS 1草案で定義された中期・長期の時間軸から逸脱している 

• 指標に、セクター平均データやその他のプロキシなどの間接的なソースを使用して推定されたバリューチェーンデータが含まれる 

• 重要な見積りの不確実性又は重要な結果の不確実性が存在する 

• サステナビリティ情報の作成と表示においては、指標や目標の再定義や置き換えなど、過去の報告期間と比較して変化が生じる 

• 重要な過年度の誤謬が存在する 

• 企業は、ESRSによって規定された情報に加えて、一般に受け入れられているサステナビリティ報告に関する地域の法律に基づく情報をサステナビリティステ

ートメントに含めている 

 

企業が参照方式によって情報を組み込む場合、参照によって組み込まれたESRS開示要求 (又は開示要求によって義務付けられた特定のデータポイント) のリ

ストを開示することが求められます。 
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ガバナンス 

企業は、サステナビリティの問題をモニターし管理するために実施されているガバナンスプロセス、統制および手続を理解するために、以下の情報を開示する必要があ

ります。 

• サステナビリティに関する管理者、経営者及び監督機関の構成、役割及び責任並びに専門知識及び技能へのアクセス 

• サステナビリティに関する事項について、管理者・経営者・監督機関にどのように情報提供され、報告期間内に対応しているか 

• インセンティブ制度におけるサステナビリティ関連のパフォーマンスの統合に関する情報 

• サステナビリティ・デュー・デリジェンス・プロセスに関するサステナビリティステートメントで提供される情報の記載場所の概要 

• サステナビリティ報告プロセスに関するリスク管理・内部統制システムの主な特徴 

 

戦略 

事業者は、次の事項を開示する必要があります。 

• サステナビリティ事項に関連する、または影響を与える企業の戦略の要素、そのビジネスモデルおよびバリューチェーン 

• 企業の戦略やビジネスモデルに与える利害関係者の利益や見解の影響 

• 企業の重要なインパクト、リスク及び機会の評価の結果 (その評価による企業の戦略及びビジネスモデルへの影響を含む) 

 

インパクト、リスク及び機会の管理 

マテリアリティ評価プロセスに関する開示 

事業者は、以下の事項を開示する必要があります。 

• 重要なインパクト、リスク及び機会を特定するプロセス 

• 企業がこれらのインパクト、リスク及び機会について報告するための材料と評価した情報 

• マテリアリティ評価の結果を受けて、サステナビリティステートメントを作成する際に従った開示要求のリスト 

 

機会の報告 

機会の報告の際、開示は、事業及び/又は部門全体の機会を利用者が理解できるような記述情報から構成されるべきです。企業は、開示すべき情報のマテリ

アリティを評価する際、特に下の事項を考慮します 

• 機会が現在追求されており、企業の一般的な戦略に組み込まれているか 

• 財務効果の定量的な測定値を含めることが適切であるか 

 

方針・行動の開示内容 

すべての重要なトピックについて、企業は横断的な開示要求を適用し、必要に応じて方針、行動、指標および目標に関する情報を開示する必要があります。これ

らの開示要求は、トピック別基準でさらに規定されているが、企業自体によって特定される可能性のあるトピックにも適用されます。 

 

指標と目標 

指標と目標に関する開示の目的は、企業が設定した目標に向けた進捗を含め、その業績の測定方法を理解することです。 

 

重要なサステナビリティ関連事項に関する指標 

指標は、トピック別およびセクター固有のESRSで扱われます。これらには、適用可能なESRSで定義されている指標だけでなく、他のソースから特定された指標や、企

業自体によって開発されたものも含まれます。 

 

企業は、指標の測定が保証提供者以外の外部機関によって検証されているかどうか、検証されている場合はどの機関によって検証されているかを開示する必要が

あります。企業は、意味のある明確で正確な名前と説明を使用して指標にラベルを付ける必要があります。通貨が測定単位として指定されている場合、企業は財

務諸表の表示通貨を使用する必要があります。 
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目標を通じた方針・行動の有効性の追跡 

横断的な要件は、目標の定義、進捗状況の報告、目標を介した方針と行動の有効性の追跡など、目標に関する開示に適用されます。 

 

これらの要件は、関連するトピック別ESRSに規定されている、申請要件を含む開示要求と共に適用されるべきである。また、企業が目標に関する企業固有の開示

を準備する場合にも適用されます。 

 

トピック別基準 

ECに提出されたESRSドラフトの第一弾には、共通の構造を持つ10のトピック別基準が含まれています。各基準の草案には以下が含まれます。 

• 目的 

• 詳細な開示要求 

• 定義および必須適用ガイダンスの定義を記載したAppendix 

 

ESRSのトピック別基準の草案には、ESRS 2草案の特定の開示要求を補完する、トピック別の特徴に基づく追加の特定の必須要求が含まれています。 

 

各基準の草案の目的と開示要求は以下の通りです。 

 

環境関連の基準 

ESRS E 1草案 気候変動 

 

目的 開示要求 

ESRS E 1草案のすべての開示要求 (そのデータポイントを含む) は、ESRS 1草

案に記載されている必須情報です。 

 

ESRS E 1草案の目的は、サステナビリティステートメントの利用者が以下を理

解できる開示要求を規定することです。 

• 重要なポジティブおよびネガティブの実際のおよび潜在的な影響の観

点から、気候変動に与える影響 

• パリ協定 (または気候変動に関する最新の国際協定) および地球温

暖化を1.5°Cに制限すること沿った、企業の過去、現在、および将来の

緩和努力 
• サステナブルな経済への移行に沿って戦略とビジネスモデルを適応さ

せ、地球温暖化を1.5°C以下に抑えることに寄与するための企業の

計画及び能力 

• 実際の又は潜在的なネガティブの影響を防止し、緩和し又は是正

するために企業がとったその他の措置及びその結果 

• 気候変動に対する当該企業の影響及び依存関係から生じる当該

企業の重大なリスク及び機会の性質、種類及び程度、並びに当

該企業のそれらの管理方法  

• 気候変動に対する企業の影響及び依存関係に関するリスク及び

機会が、短期、中期及び長期にわたる企業への財政的影響 

 

 

 

 

 

目的を達成するために、企業は以下を開示する必要があります。 

• 報告された温室効果ガス排出削減目標に対して、管理者・経営者・

監督機関の構成員の実績が評価されているか 

• 気候変動緩和のための移行計画 

• 気候変動に関連する戦略とビジネスモデルの耐性の説明 

• 気候関連の影響、リスク、機会を特定し評価するプロセスの説明 

• 気候変動の緩和と適応に関連する重要な影響、リスク、機会を管理する

ために採用した方針 

• 気候変動の緩和と適応のための行動及び実施のための資源 

• 適用した気候関連の目標 

• エネルギー消費量とエネルギーミックス 

• スコープ1、スコープ2、スコープ3の総排出量と温室効果ガス (GHG) の

総排出量 

• 自国のGHG排出原単位 (純収益当たりの総GHG排出量) 

• 自社事業からのGHG除去・貯留と、自社が開発した可能性のある上

流・下流のバリューチェーン 

• 炭素クレジットの購入を通じて調達したバリューチェーン外の気候変動緩

和プロジェクトによる温室効果ガス排出削減量または削減量 

• 国内炭素価格制度を適用するかどうか、適用する場合は、その制度

による気候関連の方針と目標の実施の意思決定と誘引への影響 

• 重要な物理的リスクと移行リスクによる潜在的な財政的影響、および

潜在的な気候関連の機会 

 

 
 

目的を達成するために、企業は以下を開示する必要があります。 

• 報告された温室効果ガス排出削減目標に対して、管理者・経営者・

監督機関の構成員の実績が評価されているか 

• 気候変動緩和のための移行計画 

• 気候変動に関連する戦略とビジネスモデルの耐性の説明 

• 気候関連の影響、リスク、機会を特定し評価するプロセスの説明 

• 気候変動の緩和と適応に関連する重要な影響、リスク、機会を管理する

ために採用した方針 

• 気候変動の緩和と適応のための行動及び実施のための資源 

• 適用した気候関連の目標 

• エネルギー消費量とエネルギーミックス 

• スコープ1、スコープ2、スコープ3の総排出量と温室効果ガス (GHG) の

総排出量 

• 自国のGHG排出原単位 (純収益当たりの総GHG排出量) 

• 自社事業からのGHG除去・貯留と、自社が開発した可能性のある上

流・下流のバリューチェーン 

• 炭素クレジットの購入を通じて調達したバリューチェーン外の気候変動緩

和プロジェクトによる温室効果ガス排出削減量または削減量 

• 国内炭素価格制度を適用するかどうか、適用する場合は、その制度

による気候関連の方針と目標の実施の意思決定と誘引への影響 

• 重要な物理的リスクと移行リスクによる潜在的な財政的影響、および

潜在的な気候関連の機会 
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ESRS E 2草案 汚染 

 

目的 開示要求 

ESRS E 2草案の目的は、サステナビリティステートメントの利用者が以下を理

解できる開示要求を規定することです。 

• 重要なポジティブとネガティブの実際の影響または潜在的な影響の観

点から、企業が大気、水および土壌の汚染に与える影響 

• 実際の又は潜在的な重大なネガティブな影響を防止又は緩和するため

にとられた措置及びその結果 

• 持続可能な経済への移行に沿って、汚染の防止、抑制及び除去を含

む戦略及びビジネスモデルを適応させるための企業の計画及び能力 

• 企業の汚染関連の影響及び依存性に関連する重大なリスク及び機

会の性質、種類及び程度、並びに (規制によるものを含む) 汚染の防

止、抑制、除去又は削減からのもの及び企業がそれらの管理方法 

• 企業の汚染に関連する影響及び依存関係に関する重大なリスクと機

会が短期、中期、長期にわたって及ぼす財政的影響 

 

 

 

目的を達成するために、企業は以下を開示する必要があります。 

• 重大な影響、リスク、機会を特定し評価するプロセスの説明と、以

下に関する情報 

– 自社の事業およびバリューチェーンにおける実際の及び潜在的な汚染関

連の重大および移行リスクを特定するために、立地および事業活動の

スクリーニングにおいて使用される方法論、仮定およびツール 

– インパクトと依存性から生じるリスクと機会の相互関係 

– 特に影響を受けるコミュニティとの協議を実施するプロセス 

• 公害の防止及び抑制に関連する重大な影響、リスク及び機会を管理す

るために実施した政策 

• 汚染関連の行動と実施のための資源 

• 適用した公害関連の目標 

• 生産過程で発生・使用又は調達した汚染物質のうち、排出物として、

製品として、または製品やサービスの一部として施設から流出した物質 

• 環境負荷物質及び最も有害な物質の単体、混合物又は製品における

生産、使用、流通、商業化及び輸出入に関する情報 

• 汚染関連の影響から生じる重大なリスクと機会の潜在的な財政的影響 
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ESRS E 3草案 水と海洋資源 

 

目的 開示要求 

ESRS E 3草案の目的は、サステナビリティステートメントの利用者が以下を理

解できる開示要求を規定することです。 

• 重大なポジティブとネガティブの実際のまたは潜在的な影響の観点か

ら、水資源と海洋資源に与える影響 

• 重大な実際の又は潜在的なネガティブな影響を防止又は緩和し、並

びに水資源及び海洋資源を保護するためにとられた措置及びその結

果 (水消費量の削減を含む) 

• 新鮮な空気、安全な水、健全な土壌、生物多様性、そしてブルーエコノ

ミーと漁業部門のサステナビリティを確保するための欧州グリーンディールの

野心的目標への貢献度及び貢献方法。その他、EU水枠組み指令、

EU海洋戦略枠組み指令、EU海洋空間計画指令、SDG 6安全な水と

トイレを世界中に、SDG 14海の豊かさを守ろう、「第七次環境行動計画」

及び「第八次環境行動計画」に関する欧州議会及び理事会の決議案

に示された「地球の生態系の中で快適に暮らす」という2050年のビジョン

(例えば、生物圏の一体性、海洋酸性化、持続可能でない淡水利用、

生物地球循環の妨げ)に沿った地球環境の限界の尊重。 

• 水資源及び海洋資源の世界的な保全及び回復に沿った戦略及び

ビジネスモデルを適応させるための計画及び能力 

• 水資源及び海洋資源に対する企業の影響及び依存関係から生

ずる重大なリスク及び機会の性質、種類及び程度、並びに企業

のそれらの管理方法 

• （企業への影響と水資源・海洋資源への依存性に関連するもの）

から生ずる重要なリスク及び機会の短期、中期及び長期の期間

にわたる財政的影響 

 

 

 

目的を達成するために、企業は以下を開示する必要があります。 

• 重大なインパクト、リスク及び機会を特定するためのプロセスの説明と、

以下に関する情報。 

– 自社の事業とバリューチェーンにおける実際の及び潜在的な水資源

及び海洋資源に関連する重大および移行リスクを特定するために、

資産と活動をスクリーニングにおいて使用される方法論、仮定及び

ツール 

– インパクトと依存性から生じるリスクと機会の相互関係 

– 特に影響を受けるコミュニティとの協議を実施するプロセス 

• 水資源及び海洋資源に関連する重大な影響、リスク及び機会を管理す

るために実施した政策 

• 水資源・海洋資源関連の活動とその実施のための資源 

• 適用した水資源・海洋資源関連の目標 

• その重大な影響、リスク及び機会に関連する水消費パフォーマンス関する情

報 

• 水資源及び海洋資源に関連する影響から生じる重要なリスク及び機会の

潜在的な財政的影響 

 

 

 

 

 

 

 

目的を達成するために、企業は以下を開示する必要があります。 

• 重大なインパクト、リスク及び機会を特定するためのプロセスの説明と、

以下に関する情報 

– 自社の事業とバリューチェーンにおける実際の及び潜在的な水資源

及び海洋資源に関連する重大および移行リスクを特定するため

に、資産と活動をスクリーニングにおいて使用される方法論、仮定

及びツール 

– インパクトと依存性から生じるリスクと機会の相互関係 

– 特に影響を受けるコミュニティとの協議を実施するプロセス 

• 水資源及び海洋資源に関連する重大な影響、リスク及び機会を管理

するために実施した政策 

• 水資源・海洋資源関連の活動とその実施のための資源 

• 適用した水資源・海洋資源関連の目標 

• その重大な影響、リスク及び機会に関連する水消費パフォーマンス関する

情報 

• 水資源及び海洋資源に関連する影響から生じる重要なリスク及び機会の

潜在的な財政的影響 
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ESRS E 4草案 生物多様性と生態系 

 

目的 開示要求 

ESRS E 4草案の目的は、サステナビリティステートメントの利用者が以下を理

解できる開示要求を規定することです。 

• 物質的なポジティブとネガティブの実際の影響及び潜在的な影響の

観点から、企業が生物多様性と生態系に与える影響 

• 実際のまたは潜在的なネガティブな影響を防止又は緩和し、生物多様

性と生態系を保護および回復するためにとられたすべての措置とその結

果 

• 生物圏の一体性と土地利用の変化のプラネタリー・バウンダリーの尊重、

ポスト2020の世界的な生物多様性に関する枠組み（2030年までのノ

ーネットロス、2030年からのネットゲインと2050年までの十分な回復）の

目標、EU自然再生計画と可能な変革による2030年のEU生物多様性

戦略に示された目標、および比較可能な改訂されたまたは新しい枠組

みと戦略に沿って、その戦略とビジネスモデルを適応させるための企業の

計画と能力 

• 生物多様性及び生態系への依存に関連する影響、企業の重大なリス

クと機会の性質、種類と程度、およびその管理方法 

• 生物多様性及び生態系への影響と依存から生じる重大なリスクと機会

の短期、中期、長期にわたる財政的影響 

 

目的を達成するために、企業は以下を開示する必要があります。 

• ビジネスモデルと戦略が、生物圏の一体性と土地利用の変化のプラネタリ

ー・バウンダリーの尊重と、 ポスト2020の世界的な生物多様性に関する枠

組み (2030年までのノーネットロス、2030年からネットゲイン、2050年までに

完全回復)及び2030年のEU生物多様性戦略 で要約されている関連する

目標との互換性を確保する計画 

• 生物多様性と生態系に関連した戦略とビジネスモデルの回復力の

説明 

• 重大な影響、リスクおよび機会を特定するためのプロセスの説明 

• 生物多様性及び生態系に関連する重大な影響、リスク及び機会を管

理するために実施した政策 

• 生物多様性と生態系に関連する行動とその実施のための資源 

• 適用した生物多様性と生態系に関する目標の説明 

• 生物多様性と生態系の変化をもたらす重大な影響に関する指標 

• 生物多様性と生態系に関連するインパクトと依存性から生じる重大なリ

スクと機会の潜在的な財政的影響 
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ESRS E 5草案 資源利用と循環型経済 

 

目的 開示要求 

ESRS E 5草案の目的は、サステナビリティステートメントの利用者が以下を理

解できる開示要求を規定することです。 

• 非再生可能資源の枯渇及び再生可能資源の再生生産 (ESRS E 5

草案では 「資源利用と循環型経済」 と呼ばれている) を含む、重大

なポジティブ及びネガティブの実際のまたは潜在的な観点から、企業

が資源利用に及ぼす影響 

• 資源の利用と循環型経済から生じる実際の又は潜在的なネガティブな

影響を防止または緩和するための措置、およびその結果 (材料の使用を

削減する一方、ビジネスとして成長し続けている対策を含む) 

• 循環型経済の原則に沿って戦略とビジネスモデルを適応させるための

計画と能力。廃棄物を最小化し、製品、材料及びその他の資源を最

高価値で維持し、生産及び消費における効率的な利用を強化するこ

とを含むが、これに限定されない 

• 資源利用と循環型経済から生じる影響と依存性に関連する企業の重

大なリスクと機会の性質、種類と程度、およびその管理方法 

• 資源利用と循環型経済への事業の影響と依存から生じる重大なリスク

と機会の短期、中期、長期にわたる財政的影響 

目的を達成するために、企業は以下を開示する必要があります。 

• 資源利用と循環型経済に関連する重大なインパクト、リスク、機会を

特定するプロセスの説明と、次の情報 

– 自社のオペレーションとバリューチェーンにおける実際のリスク及び潜在

的なリスクを特定するために、資産と活動をスクリーニングにあたり使

用される方法論、仮定及びツール 

– インパクトと依存性から生じるリスクと機会の相互関係 

– 影響を受けるコミュニティとの協議を実施するプロセス 

• 資源利用と循環型経済に関連する重大なインパクト、リスク、機会を管

理するために実施した政策 

• 資源利用と循環型経済関連の行動とその実施のための資源 

• 適用した資源利用と循環型経済関連の目標 

• 重大な資源の流入に関する情報 

• 廃棄物を含む物質資源の流出に関する情報 

• 資源利用や循環型経済関連の影響から生じる重大なリスクや機会の潜在

的な財政的影響 
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社会的トピックをカバーする基準 

ESRS S 1草案 自社の従業員 
 

目的 開示要求 

ESRS S 1草案の目的は、サステナビリティステートメントの利用者が、企業が

自社の従業員へ与える重大なインパクトならびに関連する重大なリスクと機

会を理解するための開示要求を規定することです。 

• 重要なポジティブ及びネガティブの実際の又は潜在的な影響の観

点から、企業が自社従業員に与える影響 

• 実際の又は潜在的な負の影響を防止、緩和又は是正するためにと

られた措置及びその結果 

•  自社従業員への影響及び依存関係に関連する当該企業の重大なリ

スク及び機会の性質、種類及び程度、並びにその管理方法 

• 自社従業員への企業の影響と自社従業員への依存関係から生じ

る重大なリスクと機会に関する、短期、中期及び長期にわたる企業

の財政的影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的を達成するために、企業は以下を開示する必要があります。 

• (実際の及び潜在的な) 利益、見通し、権利及び期待が、人権 (労働

を含む) の尊重を含めた自社従業員へ与える重要な影響、および戦略

及びビジネスモデルへ与える影響 

• 自社従業員に対する実際の又は潜在的な影響が、(i) 企業の戦略とビジネ

スモデルに由来または関連しているかどうか、および (ii) 企業の戦略とビジネ

スモデルの適応に影響し、貢献しているかどうか 

• 自社従業員への影響や依存から生じる重大なリスクと機会と、戦略

及びビジネスモデルとの関係性 

• 事業によって重大な影響を受ける可能性のあるすべての自社従業員が、

ESRS 2草案に基づく開示の範囲に含まれるかどうか 

• バリューチェーンにおける労働者に対する重大な影響の管理、および

関連する重大なリスクと機会に対処するために策定した方針 

• 方針の内容の概要 

• 自社従業員への実際の又は潜在的な重要な影響について、自社

従業員およびその代表と協働するための一般的なプロセス 

• 企業が識別している自社従業員への負の影響の是正を提供または協力

するために実施されているプロセスの説明、及び自社の従業員が懸念を

提起し、対処させるために利用できるチャネル 

• 重大なネガティブ及びポジティブな影響に対するアクション、自社従業員

に関連する重大なリスクの軽減及び重大な機会の追求への取り組み方

法、及びそれらの行動の有効性 

• 以下に関連する可能性のある期限付きの結果指向目標 

– 自社従業員へのネガティブな影響の軽減、及び/又は 

– 自社従業員へのポジティブな影響の促進、及び/又は 

– 自社従業員に関連する重要なリスクと機会の管理 

• 自社従業員の主な特徴の説明 

• 自社の従業員における非雇用者の主な特徴の説明 

• 自社従業員の労働条件及び雇用条件が団体交渉協定により決定若

しくは影響される程度、事業所および欧州レベルでの欧州経済領域 

(EEA) における社会的対話の対象となる従業員の範囲 
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ESRS S 1草案 自社の従業員 (続き) 
 

目的 開示要求 
 

• 経営トップの性別分布と従業員の年齢分布 

• 適切な基準に沿って、自己の労働力のすべてに十分な賃金 (すな

わち、国の経済的及び社会的条件に照らし、労働者及びその家族

の需要を満たすことを考慮した賃金) が支払われているか否か。適

切でない場合には、適切な賃金を受け取っていない従業員の種類、

及び適切な賃金を下回っている従業員の自社の従業員における割

合。 

• 自社従業員が、主要なライフイベントによる収入の喪失に対する社会的

保護の対象となっているかどうか、また、対象となっていない場合は、その

対象となっていない国及び対象となっていない国の従業員の自社の従業

員における割合 

• 自社従業員に占める障害者の割合 

• 従業員に対する研修・能力開発の程度 

• 自社の従業員が自社の安全衛生マネジメントシステムの対象となってい

る範囲及び自社の労働者の労働災害、疾病及び死亡に関連する事

故の件数に関する情報 

• 企業の事業所で働く他の労働者の労働災害及び労働災害によ

る死亡者数 

• 従業員が家族関連休暇を取得・利用できる範囲 

• 男女間の賃金格差の割合と、最高賃金の個人の報酬と従業員の

報酬の中央値との差の比率 

• 報告期間中の労働関連の事件及び/又は苦情及び重大な人権へ

の影響及び自社の従業員内の事件並びに関連する重大な罰金又

は制裁の件数 
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ESRS S 2草案 バリューチェーンにおける労働者 

 

目的 開示要求 

ESRS S 2草案の目的は、サステナビリティステートメントの利用者が、企業によ

って引き起こされた、または貢献のあったバリューチェーンにおける労働者への

重要な影響、並びに企業のビジネス関係を通じた企業自身の業務、製品

およびサービスに直接関連する重大な影響を含む企業によるバリューチェーン

における労働者への重要な影響、及び関連する重要なリスクと機会を理解

するための開示要求を規定することです。 

• 重要なポジティブ及びネガティブな実際または潜在的な影響の観

点から、企業がバリューチェーンにおける労働者に与える影響 

• 実際の又は潜在的な負の影響を防止、緩和又は是正するためにとら

れた措置及びその結果 

• バリューチェーンにおける労働者への影響及び依存関係に関連する企業

の重要なリスク及び機会の性質、種類及び程度、並びにその管理方法 

• バリューチェーンにおける労働者への企業の影響とバリューチェーンにお

ける労働者への依存から生じる、重大なリスクと機会に関する、短

期、中期、長期にわたる企業の財政的影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的を達成するために、企業は以下を開示する必要があります。 

• (実際のまたは潜在的な) 利益、見通し、権利、期待が、人権 (労働を

含む) の尊重を含めたバリューチェーンにおける労働者へ与える重要な影

響、および戦略及びビジネスモデルへ与える影響 

• バリューチェーンにおける労働者に対する実際の又は潜在的な影響が、

(i) 企業の戦略とビジネスモデルに由来または関連しているかどうか、お

よび (ii) 企業の戦略とビジネスモデルの適応に影響し、貢献しているか

どうか 

• バリューチェーンにおける労働者への影響や依存から生じる重大なリスクと

機会と、戦略とビジネスモデルとの関係 

• 企業によって引き起こされた、または貢献のあったバリューチェーンにおける

労働者への重要な影響並びに企業のビジネス関係を通じて生じる業務、

製品、サービスに直接関連する影響を含め、企業によって重大な影響を

受ける可能性のあるすべてのバリューチェーン労働者がESRS S 2草案に基

づく開示の範囲に含まれているか 

• バリューチェーンにおける労働者に対する重大な影響の管理、および関連

する重大なリスクと機会に対処するために策定した方針 

• 方針の内容の概要 

• バリューチェーンにおける労働者およびその代表者と、実際の又は潜在

的な重大な影響について協働するための一般的なプロセス 

• 企業が識別しているバリューチェーンにおける労働者への負の影響の修復を

提供または協力するために企業が実施しているプロセスの説明、および懸

念を提起し対処させるためにバリューチェーンにおける労働者が利用できるチ

ャネル 

• バリューチェーンにおける労働者に関連する重大な影響に対する行動、重

大なリスクの軽減及び重大な機会の追求への取り組み方法、及びそれら

の行動の有効性 

• 以下に関連する期限付きの結果指向目標: 

– バリューチェーンにおける労働者へネガティブな影響の低減、及び/

又は 

– バリューチェーンにおける労働者へのポジティブな影響の促進、及び/

又は 

– バリューチェーンにおける労働者に係る重大なリスク及び機会の管理 
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ESRS S 3草案 影響を受ける地域社会 

 

目的 開示要求 

ESRS S 3草案の目的は、以下を含む、企業によって引き起こされた、または貢

献のあった地域社会への影響、並びに企業のビジネス関係を通じて生じる自

社の業務、製品またはサービスに直接関連する重大な影響を含む企業によ

る地域社会への重大な影響、及びそれらに関連するリスクと機会を、サステ

ナビリティステートメントの利用者が理解するための開示要求を規定することで

す。 

• 重要なポジティブ及びネガティブの実際の又は潜在的な影響の観

点から、リスクが存在し、深刻である可能性が最も高い領域におい

て、企業が地域社会に与える影響 

• 実際の又は潜在的な負の影響を防止、緩和又は是正するためにとら

れた措置及びその措置の結果 

• 影響を受ける地域社会に対する当該企業の影響及び依存関係に関

連する当該企業の重要なリスク及び機会の性質、種類及び程度、並

びにその管理方法 

• 企業の地域社会への影響と影響を受ける地域社会への依存関係

から生じる重大なリスクと機会に関する、短期、中期、長期にわたる

企業への財政的影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的を達成するために、企業は以下を開示する必要があります。 

• (実際のまたは潜在的な) 利益、見通し、権利、期待が、地域社会の

人権(及び先住民としての権利 (該当する場合))の尊重を含め、地域

社会に与える重大な影響、及びその戦略とビジネスモデルへの影響 

• 影響を受ける地域社会に対する実際又は潜在的な影響が、 (i) 企

業の戦略とビジネスモデルに由来または関連しているか、および (ii) 企

業の戦略とビジネスモデルの適応に影響し、貢献しているか 

• 影響を受ける地域社会への企業の影響と依存関係から生じる重大な

リスク及び機会と、戦略及びビジネスモデルの関係性 

• 企業によって引き起こされた、または貢献のあった地域社会への影響並

びに企業のビジネス関係を通じて生じる自社の業務、製品、サービスに

直接関連する影響を含め、企業によって重大な影響を受ける可能性

のあるすべての影響を受ける地域社会が、ESRS 草案 2に基づく開示の

範囲に含まれているか 

• 地域社会への重大な影響の管理、および関連する重大なリスクと機会に

対処するために策定した方針の説明 

• 方針の内容の概要 

• 影響を受ける地域社会とその代表者との、実際又は潜在的な重大な

影響について協働するための一般的なプロセス 

• 企業が識別している影響を受ける地域社会への負の影響の是正を提

供または協力するために実施されているプロセスの説明、および影響を

受けた地域社会が懸念を提起し、対処させるために利用可能なチャネ

ル 

• 影響を受ける地域社会に関連する重大な影響に対する行動、重大なリ

スクの軽減及び重大な機会の追求への取り組み方法、及びそれらの行

動の有効性 

• 以下に関連する期限付きの結果指向目標: 

– 影響を受ける地域社会へのネガティブな影響の軽減、及び/又は 

– 被災地域へのポジティブな影響の促進、及び/又は 

– 影響を受ける地域社会に関連する重大な財政リスクと機会の管理 
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ESRS S 4草案 消費者と最終利用者 

 

目的 開示要求 

ESRS S 4草案の目的は、サステナビリティステートメントの利用者が、以下を

含む、企業のビジネス関係を通じて生じる自社の業務、製品、サービスに直

接関連する重要な影響及び関連する重要なリスクと機会を理解するための

開示要求を規定することです。 

• 重要なポジティブ及びネガティブの実際又は潜在的な影響の観点から、

企業がその製品及び/又はサービスの消費者及び/又は最終消費者 

(ESRS S 4草案では 「消費者と最終消費者」 と呼ばれている) に与える

影響 

• 実際の又は潜在的な負の影響を防止、緩和又は是正するためにとら

れた措置及びその措置の結果 

消費者及び/又は最終消費者への影響及び依存関係に関連する

重要なリスク及び機会の性質、種類及び程度並びにその管理方

法 

• 消費者及び/又は最終消費者への企業の影響と依存関係から生

じる重大なリスクと機会に関する、短期、中期、長期の時間軸にお

ける企業への財務的影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的を達成するために、企業は以下を開示する必要があります。 

• (実際のまたは潜在的な) 利益、見通し、権利および期待が、消費者及

び/又は最終消費者の人権の尊重を含め、消費者及び/又は最終消費

者に与える重大な影響、戦略およびビジネスモデルへ与える影響 

• 消費者及び/又は最終消費者に対する実際の又は潜在的な影響が、 

(i) 企業の戦略およびビジネスモデルに由来または関連しているか、および 

(ii) 企業の戦略およびビジネスモデルの適応に影響し、貢献しているか 

• 消費者及び/又は最終消費者への影響及び依存関係から生じる重大

なリスク及び機会と、その戦略及びビジネスモデルとの関係性 

• 企業によって引き起こされた、または貢献のあったコミュニティへの影響

並びに企業のビジネス関係を通じて生じる自社の業務、製品、サービ

スに直接関連する影響を含め、企業によって重大な影響を受ける可

能性のあるすべての消費者及び/又は最終消費者が、ESRS 2草案に

基づく開示の範囲に含まれているか 

• 製品及び/又はサービスが消費者および最終消費者に及ぼす重大な影

響、ならびに関連する重大なリスクおよび機会の管理に対処するための

方針の説明 

• 方針の内容の概要 

• 消費者と最終消費者およびその代表者との間で、実際の及び潜

在的な重要な影響について協働するための一般的なプロセスの説

明 

• 企業が識別している消費者と最終消費者への負の影響の是正を提供

または協力するために実施されているプロセスの説明、および消費者と

最終消費者が懸念を提起し、対処してもらうために利用できるチャネル 

• 消費者と最終消費者への重大な影響に対する行動、消費者と最終消

費者に関連する重大なリスクの軽減と重大な機会の追求への取り組み、

及びそれらの有効性 

• 以下に関連する期限付きの結果指向目標: 

– 消費者と最終消費者へのネガティブな影響の軽減、及び/又は 

– 消費者及び/又は最終消費者へのポジティブな影響の促進、及び/又

は 

– 消費者及び/又は最終消費者に関連する重大なリスクおよ

び機会の管理 
 

 



iGAAP in Focus|欧州サステナビリティ報告|EFRAG、ESRS草案の第1弾を欧州委員会に提出 

21 

 

 

デロイト会計リサーチ・ツール（DART）は、会計および財務情報開示資料の包括的なオンライン・ライブラリです。 iGAAP on DART では完

全版 IFRS 基準へのアクセスが可能であり、以下のリンクがあります。 

• デロイトの公式の最新の iGAAP マニュアル。IFRS 基準に基づく財務報告のためのガイダンスを提供しています。  

• IFRS 基準に基づいて報告する企業のモデル財務諸表  

さらに、iGAAPの Beyond the numbers は、企業の価値を大きく上げることができる、より広範な環境、社会的およびガバナンスの事項を

踏まえてビジネスが 考慮しなければならない、開示要求および推奨事項についてのガイダンスを提供しています。  

DART へのサブスクリプションを申し込むには、ここをクリックして、アプリケーション・プロセスを開始し、iGAAP パッケージを選択します。  

サブスクリプションパッケージの価格を含む DART の詳細については、ここをクリックしてください。 

 

 

ガバナンス・トピックをカバーする基準 

ESRS G 1草案 業務行為 

 

目的 開示要求 

ESRS G 1草案の目的は、企業のサステナビリティ・ステートメントの利用者

が、企業の戦略とアプローチ、プロセスと手順、および企業行動に関するパ

フォーマンスを理解できる開示要求を特定することです。 

 

 

 

 

 

 

 

目的を達成するために、企業は以下を開示する必要があります。 

• 企業文化の確立・向上・振興に向けた取り組み及び企業行動に関す

る方針 

• サプライヤーとの関係の管理とサプライチェーンへの影響に関する情報 

• 汚職及び贈収賄に関する疑惑、事件の防止、発見、調査及び対応のた

めの体制 (関連研修を含む) に関する情報 

• 報告期間中に確認された汚職及び贈収賄事件に関する情報 

• 重要な影響に関連するロビー活動を含む、その政治的影響力に関連す

る活動及びコミットメントに関する情報 

• 特に中小企業への支払遅延に関し、ビジネスパートナーにとって重要なタイ

ムリーなキャッシュ・フローに関する透明性のための支払慣行に関する情報 

 
 

 

調整テーブル 

ESRS草案に付属するEFRAGのパッケージには付録があり、その中に、ESRS草案とTCFD提言を比較した調整表があります。また、国際サステナビリティ基準審

議会 (ISSB) の公開草案サステナビリティ関連財務情報の全般要求事項及び気候関連開示との調整表もあります。ISSBの公開草案は以下のリンクからア

クセスできます。 

• IFRS S1 草案「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般要求事項」 

• IFRS S2 草案「気候関連開示」 

 

詳細情報 

ESRS草案について質問がある場合は、Deloitteの通常の連絡先にお問合せいただくか、このiGAAP in Focusにある連絡先にお問い合わせください。 

 

詳細については、ISSBの公開草案に関するiGAAP in Focusを参照してください。 

 

https://dart.deloitte.com/iGAAP/home/igaap/deloitte-guidance/vol-e-beyond-numbers
https://dart.deloitte.com/iGAAP/home/igaap/deloitte-guidance/vol-e-beyond-numbers
https://subscriptionservices.deloitte.com/#/plan
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/audit/solutions/igaap-on-dart-global.html
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2F21%2520Appendix%2520IV%2520-%2520TCFD-EFRAG%2520Comparative%2520analysis%2520final.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2F21%2520Appendix%2520IV%2520-%2520TCFD-EFRAG%2520Comparative%2520analysis%2520final.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2F22%2520Appendix%2520V%2520Comparison%2520of%2520IFRS%2520and%2520ESRS%25201%2520and%25202.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2F22%2520Appendix%2520V%2520Comparison%2520of%2520IFRS%2520and%2520ESRS%25201%2520and%25202.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/climate-related-disclosures/issb-exposure-draft-2022-2-climate-related-disclosures.pdf
https://www.iasplus.com/en/publications/global/igaap-in-focus/2022/issb-sustainability-reporting
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