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企業価値評価における非財務情報（ESG
データ）の重要性

2006年に国連主導で定められた「責任投資原則」

（PRI：Principles for Responsible Investment）では、

ESG（環境・社会・ガバナンス）の観点を投資プロセスに

組み入れる必要性が提唱された。2008年のリーマン・ショッ

クを受け、資本市場において短期的な利益のみを追求す

ることに対し批判や危機感が高まったことも追い風となり、

その後PRI署名機関は増加、2021年4月末時点には世界

で3,000を超え、その運用資産額は100兆ドル以上に達し

ている1,2 。日本においても2015年に年金積立金管理運用

独立行政法人（GPIF）がPRIに署名したことで、ESG投資

への注目が高まった3。こうしたESG投資拡大の流れや、

2015年9月の国連サミットで採択されたSDGs（持続可能

な開発目標）なども背景に、企業経営を通じた社会課

題の解決が重視されるようになり、企業価値の構成要素

としてCO2排出量などの非財務情報にも注目が集まるよう

になっている。

加えて、株主資本主義が格差拡大や短期的志向の経営

を助長してきたという弊害が指摘され始め、2019年8月に

はアメリカ最大規模の経済団体「ビジネス・ラウンドテーブル

(BRT)」が、今後は株主第一主義を見直し、利益を生むこ

ととともに社会的責任を果たすことにも注力すべきだと発

表した4。BRTの声明を受け、従来の株主資本主義がもた

らした格差の拡大や人権侵害、環境破壊などの問題を是

正するために、ビジネスに関わる全てのステークホルダーを重

視するべきであるという「ステークホルダー資本主義」が提唱

され、 2020年1月ダボス会議の主題となった。同会議では

世界のトップ120社が、投資家やその他ステークホルダーに

よる非財務側面における共通指標・開示事項の開発を支

持した5。

近年、気象パターンの変化や災害の激甚化など気候変動

の影響が顕在化し始めたこと、中国のウイグル自治区にお

ける人権問題、さらにはCOVID-19のパンデミックなど、企業

価値に影響を与え得る様々な課題への関心が急速に高

まっており、企業価値の判断に必要となる非財務情報の

重要性はますます高まりを見せている。

調査の背景と目的

背景

1.

図1

PRI署名機関数と運用資産額の推移
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図2

ESG投資の広がり

非財務情報開示基準の標準化

非財務情報開示に関わる要請の高まりの中、開示する企

業側の視点に立つと、様々な開示基準が乱立し、それぞ

れの開示基準に合わせてデータを収集・開示する、または

複数の開示基準にマッピングするなど、実際に開示に要す

る作業は煩雑を極めている。さらに、データの一貫性や正

確性、企業間での比較可能性なども課題となっており、近

年では開示基準の標準化の動きや、データの精度を向上

させるための動きが活発になってきている。

2020年1月のダボス会議での協議を受け、WEF-IBC（世

界経済フォーラム国際ビジネス評議会）は2020年9月、

「ステークホルダー資本主義」を測定するための指標および

開示の枠組みを発表した。同枠組は、民間の主要な基

準設定団体の間での指標の収斂を加速させ、ESG開示の

報告に一貫性と比較可能性をもたらすことを短期的な目

標としており、業種や地域を問わず報告可能である普遍

的なESGの指標と開示・報告の枠組みとなっている6。

同じく2020年9月、非財務情報開示の枠組みを提供する

5団体（CDP、CDSB、GRI、IIRC、SASB）は共同声明を発

表し、既存のフレームワークの調和を図ることで複雑性を緩

和し、互いに補完し合い、利便性が高くより包括的な情

報開示を可能とするための行動を開始していくとした7。ま

たこれまで国際財務報告基準を策定してきたIFRS財団も、

グローバルに統一されたサステナビリティ報告基準の設定に

対する要望の高まりを受け、国際サステナビリティ基準審

議会（ISSB）の設立と、サステナビリティ報告基準の開発

に着手し、2021年11月のCOP26において気候関連報告

基準と共にプロトタイプを発表した。今後、2022年3月のド

ラフトおよび同年6月の最終化が予定されており、IFRS財

団によるサステナビリティ報告基準が明確になれば事実上

の世界標準となるだろう。

標準化された非財務情報の開示を支援するツールの開発

も進んでいる。2021年9月、サステナビリティ報告基準を策

定するバリュー・レポーティング財団（IIRC＆SASB）は、

SASBスタンダードのXBRLタクソノミーをリリースした。XBRLは

財務報告基準のプログラミング言語として広く普及している

ため、今回のXBRLタクソノミーのリリースにより、SASB基準に

準拠する企業のESG情報を財務報告同様にXBRLで報告

することが可能となる。企業の報告作業の負荷を軽減す

るうえ、投資家をはじめとする非財務情報ユーザーからの

データの一貫性や比較可能性へのニーズに応えるとともに、

データの集計や分析がより容易になることも期待される8 。

図3

ステークホルダー資本主義指標および開示の枠組み

出所：Global Sustainable Investment Alliance, 『Global Sustainable Investment Review』
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非財務情報開示の義務化

非財務情報の開示を義務化する動きも出ている。欧州で

は、2021年4月に非財務情報開示指令（NFRD（2014

年））の改正案としてサステナビリティ報告に関する指令

（CSRD：Corporate Sustainability-information 

Reporting Directives）を提案した。CSRDでは報告義務

の対象企業が拡大されるとともに、企業に対しては現在欧

州委員会が開発中の欧州サステナビリティ報告基準に基

づいた情報開示が求められる。CSRDでは、非財務情報開

示の正確性を担保するため第三者保証も義務化される

見込みである9。後述する保証の水準についても現状の限

定的保証から、会計監査と同様の合理的保証の義務化

も含めて検討されている。CSRD適用にあたってはその地域

でビジネスを行う日本企業の多くが報告義務の対象にな

ることが考えられるため、今後の動向を注視する必要があ

る。

米国では2021年3月、米国証券取引委員会（SEC）が

気候変動関連情報の開示義務化に関してパブリックコメ

ントを募集し、75％から賛成が得られた10。これを受けて7

月にはゲンスナー委員長が2021年末までに義務的情報開

示ルールを提案するようSECスタッフに指示するとともに、

SECとして財務報告書提出企業に向けた気候関連開示

の「サンプルレター」を公表し、ルールや規則ではないものの

非財務情報開示において気候変動を考慮すべき事項とし

て明示した。

目的

図4

ESGデータドリブン経営

ESGデータドリブン経営

こうした背景の下、デロイト トーマツグループでは外部/内部

のESGデータを収集・分析し経営の意思決定に活用する

「ESGデータドリブン経営」の実装が今後企業に不可欠にな

ると考えている。 ESGデータドリブン経営とは、企業活動の

努力を企業価値向上に繋げる経営管理基盤として、意

思決定に必要なインプットおよび企業活動の結果としての

アウトプットを財務・非財務問わずタイムリーに収集・分析

することを可能とするアナリティクス基盤を整備・実装・活

用することである。我々はこのESGデータドリブン経営が、こ

れからの不確実性が高まる時代を生き抜くサステナブルな

経営スタイルとして必須になると位置付けている。

ESGデータドリブン経営に関し広く企業の実情と課題を把

握するため、 2021年8月、「ESGデータの収集・開示に係る

サーベイ2021」を実施した。
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調査結果サマリー

デロイト トーマツグループの提言

調査結果のサマリーとデロイト トーマツグループの提言2.

ESGデータの開示を巡る外部環境のモニタリング・分析

◼ 回答者の9割超がESGデータの開示を巡る外部動向を注視

◼ 多くの企業において外部動向の情報収集は属人的
1

連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の高度化

◼ ESGデータ収集・分析にシステムを利用している企業は約1割にとどまる。多くの企業が手作業の収集で

非効率的と回答

◼ 連結範囲を対象としたESGデータの収集について、9割以上が課題を認識

◼ 開示のためのデータ収集になっており、データの活用に対して8割近くが課題有りと回答

2

ESGデータの開示と自社の企業価値との関連性に関するモニタリング・分析

◼ 7割超が「ESGデータの開示がどのように自社の企業価値に繋がっているかを分析し、経営の意思決定

に活かしたいがまだ実施できていない」と回答
3

ESGデータの開示を巡る外部環境のモニタリング・分析に関して

◼ 長期的な外部動向の兆候を見出すための、AIを活用した包括的情報取得および分析機能の構築 1

内部の非財務情報収集・分析・内部統制の高度化に関して

非財務情報の重要性の高まり、さらには開示基準の標準化・義務化に向けた外部動向を踏まえ、企業に

は以下の取り組みが求められる。

◼ 非財務データ収集バウンダリーの連結・グローバルへの拡大

◼ データ収集の省力化並びにデータ精度の担保のためシステム・ツールの導入

◼ 非財務情報のインプット・チェック、確定、分析、報告のフローを定めた内部統制の強化

◼ 将来の第三者保証の義務化や合理的保証の移行への備え

システム・ツールの導入にあたっては過渡期対応として比較的カスタマイズがしやすいExcelデータのアップロー

ド・集計ツールのような“軽い”ツールを導入し、収集範囲の拡大と業務フローの整備を進めつつも、将来的に

は財務データと同様の基幹システムへの統合が望まれる。

2

非財務情報開示と自社の企業価値との関連性に関するモニタリング・分析に関して

◼ ESGデータの開示がステークホルダーにどのように受け取られ、企業価値向上に寄与しているかを分析する

方法の会得
3

※104社118名の回答を分析
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調査結果3.

①企業価値に影響を与える外部環境のモ

ニタリング・分析

デロイト トーマツでは、多くの企業の経営層や経営企画の

方々とESG関連の意見交換を日々行っているが、企業価

値に影響を与える外部動向に関し、必要な情報を体系

的に得ることが難しいとの声が多数聞かれる。

このことから、まず外部動向のモニタリング状況やその分析

に関する設問を設け、各社の注目点と実務上の課題を調

査した。
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■ 欧州における非財務情報開示指令改訂の

動き（CSRD ：Corporate Sustainability 
Reporting Directive）

■ 欧州における金融機関に対するサステナビリ

ティ関連情報の開示規制（SFDR：EU 
Regulation on Sustainability related 
Disclosure in the Financial service 
sector）

■ 欧州における非財務情報に対する第三者

保証の義務化に向けた検討

■ IFRS財団を始めとした非財務情報報告基
準の標準化・統合化の動き

■ 特になし

■ その他

（人）

N=118, 複数回答可
①-2. 外部動向の情報収集・分析に関する課題は何ですか？

（人）
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■外部動向の情報収集・分析に関する業務

プロセスが定義されていない（属人的な情

報収集になっている 等）

■テクノロジーが活用できていない

■情報伝達が遅い

■海外の動向について、海外グループ会社から

のエスカレーションのルートが整備されいない

■情報が多すぎる

■緊急度の判断が難しい（すぐに対処すべき

課題の識別が難しい 等）

■重要度の判断が難しい（将来の企業価値

に影響を及ぼすトリガーが分からない 等）

■外部動向を受けて自社として取るべき対応

について検討の場がない

■特になし

■その他N=118, 複数回答可

①-1. ESGデータの開示をめぐる外部動向について、
貴社／団体として注視しているものはありますか？

N=118, 複数回答可
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①-1. 注視している開示関連外部動向について、総じて関

心が高いことが窺える結果となった。

• 9割超の企業がESGデータの開示を巡る外部動向を注

視

• IFRS財団を始めとした非財務情報報告基準の標準化・

統合化の動きへの注目度が高く、約8割が注視

• 欧州における非財務情報開示指令改訂の動きや非財

務情報に対する第三者保証の義務化に向けた検討も

過半数が注視

その他として、金融庁のタスクフォース、CSRDを受けた日本

経済産業省の動き、東証の動向等、国際的な動向を受

けた日本の対応を注視しているとの回答が見られた。

①-2.外部動向の情報収集・分析に関する課題について

はほぼすべての企業・団体が課題ありと回答。

• 中でも8割弱が外部動向の情報収集・分析に関する業

務プロセスが定義されていないことに課題意識有り

• 加えて、約6割が外部動向の自社にとっての重要度の判

断が難しいと回答

• 一方で外部動向の情報収集・分析において、テクノロ

ジーの活用を課題として挙げたのは少数派（約3割）

その他としては「サステナビリティ担当部門と経理部門の連

携が取れていない」との声が挙がった。

考察

CSRやサステナビリティの部門に所属する担当者は積極的

に外部のセミナーや勉強会・交流会に参加して情報収集

に努めており、結果として外圧の高まりを実感している。し

かしながらその危機感は社内にはあまり浸透しておらず、必

要な人員や予算を含むリソースの投入が遅れている状況

が垣間見える。一方でこれらの重要性に気付いた一部の

企業では対応を強化し、国際的な検討の場にも参画する

動きが始まっている。

今回の調査で確認したような自社の企業価値に影響を与

える外部動向をモニタリングする役割を組織のロールとして

明確に割り当て、そこにリソースを投入したうえで、外部動

向を社内に共有し、全社的リスクマネジメント（ERM）に

おけるリスク・機会の識別・評価に含めて検討する機能に

繋げていく一連の仕組みが必要になろう。

また、決算説明会や株主総会、ESG説明会といった外部

発信のシーンでも非財務の取り組みや企業価値との関係

性、価値創造ストーリーが問われることからIR部門の役割も

増している。

これら関連する部門が協力し、必要な対応を議論する必

要がある。会議体や意思決定の機関を用意しておくと同

時に、膨大な情報を処理し、自社に関係の深い事象を抽

出し、そのトレンドを見極めるためのテクノロジーの活用も合

わせて検討したい。これにより、多くの企業が課題と回答す

る属人的で判断に迷う情報収集からの解放も近づくと考

える。
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②連結範囲を対象としたESGデータの収集・
分析、内部統制の確立と高度化

続いて、今回の調査のメインとなる企業内部のESGデータ

収集に関する課題を伺った。

②-1. ESGデータ収集にあたり、対象データに関する課題は何ですか？

60 59

26

51

5
9

0

20

40

60

80

100 （人）
■ 収集すべきESGデータの定義や粒度が分か

らない

■ ESGデータの種類が多すぎる
■ ESGデータの追加・変更が多い
■ 異なる様式（係数、ロジック、範囲）で

求められる

■ 特になし

■ その他

N=118, 複数回答可

②-2. ESGデータを収集する対象範囲に関する課題は何ですか？

（人）

78

68

10
5
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20
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80

100
■ESGデータの種類によって収集範囲がバラバラ
（単体、主要X社、国内のみ、グローバル
等）

■ESGデータの収集範囲が広く、連結をカバーで
きない

■特になし

■その他

N=118, 複数回答可

②-1. ESGデータ収集の対象データに関する課題として、過

半数が「収集すべきESGデータの定義や粒度が分からない

こと」、また、「ESGデータの種類が多すぎること」と回答した。

また、拠点によって定義が異なるため、全社的な活用がで

きないとの声もあった。

②-2. ESGデータ収集の対象範囲については9割以上が課

題を認識しており、「ESGデータの種類によって収集範囲が

バラバラであること」および「連結をカバーできない」の両選択

肢に対し、過半数が課題ありと回答している。
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考察

図5

収集・開示が求められるESGデータの例

E：環境 G：ガバナンスS：社会

✓ ISO14001カバー率
✓ 環境法令違反発生状況・罰
金額

マネジメント
システム

✓ GHG排出総量（スコープ1・2-3）

✓ GHG排出原単位
✓ GHG削減目標
✓ GHGオフセット量
✓ エネルギー使用量（再エネ内訳）

✓ 再エネ導入目標

✓ GHG削減貢献量
✓ 製品ライフサイクルCO2排出量

気候変動・
脱炭素

✓ 投入資源量

✓ 廃棄物発生量・排出量（資源

別）

✓ リサイクル量・率（資源別）

✓ 有害廃棄物発生量・排出量

✓ 最終処分量

✓ 水使用量（水源別）

✓ 排水量・水質（排水先別）

資源循環

✓ 化学物質移動量（PRTR等）

✓ NOx・SOx・VOC等排出量

汚染の予防

✓ MSC・ASC等認証品調達率
✓ 生物多様性リスク評価率

生物多様
性

✓ 取締役会に占める非執行独立
取締役比率

✓ 役員ダイバーシティ方針・実績

✓ 各取締役の在任期間、保有株
式数、選任理由

✓ 取締役報酬に占める長期インセ
ンティブ比率と決定ロジック

✓ 各委員会の開催数と取締役出
席率

✓ グループ会社の取締役会に占め
るローカル率

コーポレート
ガバナンス

✓ 行動規範カバー率

✓ コンダクトリスク評価率・リスク発
生状況・改善率

✓ コンプライアンス研修実施率

✓ 内部通報制度カバー率・通報件
数・内訳・調査状況

✓ 贈収賄・競争法・税務関連違反

の発生状況・課徴金／罰金額・
処分件数

コンプライア
ンス

✓ リスク監査実施状況リスクマネジ
メント

✓ 政治献金額（国地域別）政策影響

✓ 人材基礎データ（国地域別・年代別、雇用形態別・
性別）

✓ 平均年齢・勤続年数

✓ ダイバーシティ（性別・障がい者率）
✓ ローカル（現地採用）比率

✓ 組合加入率（国地域別）

✓ 流動性（採用・離職・休職）

✓ 労働時間（国地域別・平均）

✓ 休暇・育休取得率

✓ 従業員満足度

✓ 人材育成（1人当たり時間・費用）

人事・労務

✓ OHSAS18001等マネジメントシステムカバー率
✓ 労災発生状況（度数率・強度率、国地域別）

✓ リスクアセスメント実施率・改善状況

労働安全衛
生

✓ 人権リスク評価（DD）実施率

✓ 相談／通報制度カバー率

✓ 相談／通報件数・内訳・調査状況

✓ 人権リスク発生率・改善率・懲戒処分件数

人権

✓ 現地サプライヤー調達額・率

✓ サプライヤー評価制度カバー率・実施率

✓ サプライヤー相談／通報制度カバー率・相談／
通報件数・内訳・調査状況

✓ 高リスクサプライヤー比率・是正率・取引停止
数

調達

✓ 社会貢献支出・内訳（寄附・コミュニティ投資）

✓ ボランティア活動参加率・人数

✓ インパクト評価・経済影響

社会貢献

デロイト トーマツでは統合報告や非財務情報開示のアドバ

イザリーや、デロイト トーマツサステナビリティ株式会社による

ESGデータに対する第三者保証を提供する中で、ESGデータ

収集・分析における現場の悩みに触れてきた。集計の実

務において、定義や粒度は非常に悩ましい。例えば、ジェン

ダーダイバーシティでよく指標とされる女性管理職比率につ

いて、管理職の定義がグループ内の各社で揃っていない、

あるいはそもそも性別の把握がセンシティブといったことも聞

かれる。

一方で、企業から開示されるこれらの財務・非財務情報を

利用する投資家の立場になると違った課題が見えてくる。

投資家は連結の売上・利益といった財務情報と、例えば

単体、あるいは主要なグループ会社のGHG排出量からその

企業の環境効率を判断して投資の意思決定を試みる

（ESGインテグレーション）。各社が開示するESGデータを並

べて比較検討しているものの、現状ではそれらの集計範囲

が各社でどの程度異なるのかを知る術がない。こうした課

題を解決したいという投資家側の思いが、先に紹介したよ

うなCSRDやISSBのような統一した開示基準を求める動きの

出発点となっている。

以上のような現況に鑑みると、今後各企業に求められるの

は収集対象とするデータの特定と優先度の識別、それらの

効率的な収集プロセスの検討となる。その際に考慮すべき

は、何を置いても中長期視点でのリスク・機会の認識（マ

テリアリティ分析）から導出された非財務情報であろう。

先に触れたISSBの開示基準やCSRD、EUタクソノミーによる

要求事項などの外部要請はある程度は考慮しつつも、や

はり自社の企業価値を左右するドライバーは自らを主語に

展開する価値創造ストーリーの文脈でロジカルに語っていた

だきたい。そこにはマテリアリティ（重要課題）に対して設

定された非財務KPIや中長期目標が自然と組み込まれて

いるはずだ。一般的な定義や粒度を参照しつつ、その範囲

内で連結バウンダリーの実績をテクノロジーを活用して効率

よく把握し、ありたい姿に向かう確実な進捗を示してほしい。
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②連結範囲を対象としたESGデータの収集・
分析、内部統制の高度化（続き）

ここではESGデータ収集でのシステム・パッケージ利用につい

て伺い、さらにITシステムを活用していると回答いただいた方

を対象に、システムで収集しているデータ領域と、システム

活用における課題を調査した。

12%

88%

■ 使用している

■ 使用していない

14

6

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

E - Environment（環境） S - Society（社会） G - Governance（ガバナンス）

②-3. ESGデータ収集にシステム・パッケージを使っていますか？

N=118

②-4. システムで収集しているデータの領域を回答ください

（人）

N=14, 複数回答可



12

②-5. ESGデータ収集のシステムにおける課題は何ですか？

（人）

4

1 1

2

5

3

4

3

0
0

1

2

3

4

5

6
■ システムを導入しているが集計プロセスがブ

ラックボックス化している

■ メンテナンスが追い付いていない（拠点マス

ター、係数設定等）

■ 担当者の異動による引継ぎができていない

■ マニュアルが古い、多言語対応していない

■ 複数のシステムにまたがるため、マニュアルで

のデータ集計作業が発生する

■ データの精度が悪い、エラーチェック機能が甘

い

■ 運用コストが高い、柔軟に仕様変更できな

い

■ 特になし

■ その他

N=14, 複数回答可

②-3. ESGデータ収集システム・パッケージの使用に関して、

システム・パッケージを使っている企業は約1割にとどまり、多

くの企業・団体は手作業での収集をしている状況が明らか

となった。

②-4. システム・パッケージで収集しているデータの種類につ

いてはESGデータ収集にシステム・パッケージを使っていると回

答した全ての企業・団体がE（環境）関連データ収集にシ

ステムを使用している一方、S（社会）関連データの収集

にシステムを使用している企業・団体は半数弱、ガバナンス

関連データではシステムの使用は無しという状況であった。

具体的な収集データとしてEの領域では各種エネルギー使

用量、電力使用量、水関連データ（取水・消費・排水量

等）、廃棄物量、排出化学物質量等、Sの領域では人

事データ、労働災害関連データ等が挙げられた。

②-5. ESGデータ収集システムにおける課題認識については、

各社バラつきがある状況が確認された。課題の第1位は

「複数のシステムにまたがるためマニュアルでのデータ集計作

業が発生すること」、同率第2位は「集計プロセスがブラック

ボックス化していること」、「運用コストが高い、柔軟に仕様

変更できないこと」が挙がっている。

考察

財務情報の収集にはERPパッケージの活用が一般的であり、

これまで多くのIT投資が進められてきた。一方で、ESGデータ

の収集・分析においてはテクノロジーの活用が全く進んでい

ない状況と言える。

ESGデータ収集にシステム・パッケージを使っている企業は少

数派であるものの、今後の非財務情報開示や第三者保

証の義務化を考慮すると、ESGデータをスピーディかつ正確

に収集するためにテクノロジーを活用することが必須となる。

併せてデータ収集・チェック・分析・活用の役割・権限・責

任および業務プロセスを整備し、内部統制を確立・高度

化することも求められる。
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②連結範囲を対象としたESGデータの収集・
分析、内部統制の高度化（続き）

続いて全回答者を対象に、手作業によるESGデータ収集に

おける課題を伺った。なお、システム・パッケージを一部で活

用している企業であっても、システム外で収集するESGデータ

があること、あるいは異なるシステムで集めたデータを集計す

る、開示用フォーマットに変換する等の業務プロセスにおい

て一定手作業が発生しているため、ここではESGデータ収集

におけるシステム活用有無に関わらず、全回答者を対象と

している。

②-6. 手作業によるESGデータ収集における課題は何ですか？

（人）

37

75

13

26

54

37
44

10 11
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100
■ 社内（関連部門・地域担当 等）の協

力が得られない

■ エクセルの手作業で非効率

■ エクセルの仕様（関数）が複雑

■ 担当者の異動による引継ぎができていない

■ データの精度が悪い、入力ミスのチェック機

能が甘い

■ ミスが修正されたか不明・曖昧、修正履歴

が把握できない

■ 集計が遅い

■ 特になし

■ その他

N=118, 複数回答可

②-6. 手作業によるESGデータ収集における課題に関して、

「データ収集が手作業で非効率的なこと」について6割強が

課題と認識。次いで、「データの精度が悪いこと」「集計が

遅いこと」、その他、「ミスが修正されたか不明なこと」も課

題として挙がっている。

また、「その他」として多様なコメントがあることからも、各社

の課題感が伝わってくる。

＜データの精度＞

• 同条件で算出されているデータかがわからない

• 国内チェック者が現地事情に疎いため十分なチェック

ができているのか不明。言語の違いも壁

• サイト情報収集の粒度が異なる

＜データの収集＞

• 例えば賃借物件の電力使用量など、オーナー等外部

の協力を得る必要があり、データ入手に時間がかかる

• 年度更新、部門の統廃合への対応が煩雑

• 作業の負荷が高い

• 属人化

＜データの活用・開示＞

• 自社経営への説明資料に表すべき情報の粒度がわか

らない

• 将来的に有価証券報告書や決算短信でのESG関連

KPIの開示を強化する際に、集計の遅さや精度がネッ

クになるのではと懸念

考察

日本を代表するグローバル企業となれば連結対象に数百

のグループ会社が含まれる。今回の調査で明らかになった

課題は、その範囲のESGデータをマニュアル作業で収集する

ことを考えると、企業にとって当然の課題と言える。ESGデー

タは多岐にわたるため、収集ルートも地域やラインと複数あ

り、システムを使用している企業においても取りまとめに一

定の手作業が発生している。将来的には財務・非財務を

跨ぐ一元管理を可能にするシステムへの移行が望まれるも

のの、過渡期と位置付けて軽くてスピーディな集計ツールを

導入したうえで並行してERPへの接続や統合を検討するの

も選択肢となろう。
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②連結範囲を対象としたESGデータの収集・
分析、内部統制の高度化（続き）

本来、ESGデータは社外への開示対象/対象外に関わらず経

営層が把握し、経営判断に活用されるべき情報と考えるが、

開示そのものがESGデータ収集の目的になっているとの声が良

く聞かれる。この事から、次に、集めたESGデータをどのように

活用しているかを聞いた。

②-7. ESGデータの活用に関して課題はありますか？

②-7. ESGデータの活用に関して、8割以上が課題を認識し

ている。「経営の意思決定に活用できていないこと」および

「事業の現場で活用できていないこと」の両選択肢に対し、

過半数が課題有りと回答しており、実態としては開示対

応のためのESGデータ収集になっていることが明らかとなった。

考察

（人）

69 67

22

6

0

20

40

60

80

100
■ 開示のためのデータ収集になっており、経営

の意思決定に活用できていない

■ 開示のためのデータ収集になっており、事業

の現場で活用できていない（または類似

データを重複して収集している）

■ 特になし

■ その他

N=118, 複数回答可

本レポートの冒頭で述べたように、企業価値評価における

非財務情報の重要性は高まる傾向にある。にもかかわら

ず各社でのESGデータの収集は開示目的にとどまっており、

社内で充分に活用されていない状況が確認された。これは

企業価値を評価しようとする投資家と、自社の企業価値

向上を訴求したい発行体の認識ギャップと捉えることもでき

る。各社は収集したESG情報を多様な切り口で分析し、

様々なレイヤーでの意思決定に活用していく必要がある。

その結果はじめて、訴求に十分なパフォーマンスが得られ、

開示するストーリーに説得力が増すであろう。

収集するESGデータごとに収集頻度や活用方法を柔軟に

設定し、トレンドを把握したうえで適切な意思決定に活か

していくことはTCFDが求める気候関連のガバナンスにおける

監督と執行や、リスク管理にも関連する重要な経営の機

能と考える。

企業価値に影響するESGデータが手元にあるにもかかわら

ず、経営がこれらを分析・活用しない選択肢はないはずだ。
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②-8. ESGデータの第三者保証について回答ください

②-8. 第三者保証の状況は各選択肢に回答が割れた

（第三者保証実施予定、実施中を合わせると約7割）

考察

N=118

24%

24%

22%

23%

7%

資本市場の適切な運営には正確な会計情報が欠かせな

いことから、会計監査を受けていない財務諸表は許されな

い。会社に対して独立・公正・中立な立場にある監査人

が市場の番人としてこれをチェックする。一方の非財務デー

タには保証がない、というのはいずれ許容されなくなると考

えた方がいいだろう。

また、たとえ上記の回答で保証を実施していると言っても、

会計監査と同じ水準ではない点に注意が必要となる。現

在、ESGデータに適用されている保証水準である限定的保

証についてここで補足したい。

限定的保証は会計監査に適用される合理的保証とは異

なり『確認した範囲内で適正でないと認められる状況は見

つからなかった』という二重否定の表現で限定的に保証を

付与するスタイルを採用している。会計監査に用いられる

積極的な形式で結論の報告を行う合理的保証とは明確

に区別される。また、ESGデータの保証で適用される基準は

ISAE3000のような国際基準であるものの、集計の基準は

各社のルールに依拠している。結果として、保証を受けてい

るから連結のバウンダリーで漏れなく正しく集計されているわ

けではない、という点には十分ご留意いただきたい。

国際会計士連盟（IFAC）が2021年6月に公表したレポー

ト「The State of Play in Sustainability Assurance」での22

の国・地域の1,400社の調査によると91％にあたる1,269の

企業で何らかの形でサステナビリティ情報が開示され、その

約半数が第三者保証を取得しており、その83％が限定的

保証であった*11。また、日本公認会計士協会研究員の森

洋一氏による国内225社を対象とした調査では、約62％

に当たる139社が非財務情報に何等かの保証を受けてお

り、合理的保証の水準は見られなかった*12。

ただしこの慣行も近い将来に変わるかも知れない。

P.5で述べたCSRDでの非財務情報開示における保証の義

務化と将来的な合理的保証への移行、あるいはISSBのパ

ブリックコンサルテーションおよびそのフィードバック文書で言

及された財務情報と同等の保証の枠組みの検討は現状

のESGデータに対する保証の概念を大きく転換させる可能

性を示唆している。

■ ESGデータの第三者保証は実施しておらず、
今後も予定はない

■ ESGデータの第三者保証は実施していない
が、今後実施予定である

■ 既にESGデータの第三者保証を実施してい
るが、対象データの拡大は特に予定してい

ない

■ 既にESGデータの第三者保証を実施しており、
今後対象データの拡大を予定している

■ その他

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・
分析、内部統制の高度化（続き）

会計監査に投入するリソースに鑑みても、あるいは過去の

粉飾決算の事例を振り返るまでもなく、投資家は基本的

に性悪説で発行体を見ている。第三者保証のない情報な

ど信用できない、投資判断には活用できないと投資家は

考えている。そこでこの設問では、ESGデータに対する第三
者保証について伺った。
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③ESGデータの開示と自社の企業価値との
関連性に関するモニタリング・分析

前述の通りESGデータの重要性は高まりを見せている一方
で、ESGデータの開示と自社の企業価値の関連性をどのよ
うに測ればよいのかについての議論は発展途上にある。

そこで、本調査では最後に、ESGデータの開示が自社の企
業価値にどのように影響を与えているかの分析について聞

いた。

③-1. ESGデータの開示と自社の企業価値に関する分析について
回答ください

③-1. ESGデータの開示と自社の企業価値に関する分析に

ついて、7割超が「ESGデータの開示がどのように自社の企

業価値に繋がっているかを分析し、経営の意思決定に活

かしたいがまだ実施できていない」と回答

考察

4%

72%

21%

3% ■ 自社のESGデータの開示がどのように企業価
値に繋がっているかの分析について、必要

性を特に感じていない

■ ESGデータの開示がどのように自社の企業価
値に繋がっているかを分析し、経営の意思

決定に活かしたいがまだ実施できていない

■ ESGデータの開示がどのように自社の企業価
値に繋がっているかを分析し、経営の意思

決定に活かす取り組みを実施中である

■ その他

N=118

翻ってみれば、本設問はP.7の「①企業価値に影響を与え

る外部環境のモニタリング・分析」とも関連しており、自社

のマテリアリティに係る活動推進により社会やステークホル

ダーにどのような価値を提供しているかを如何にロジカルに

説明するかという本レポートを貫く重要な課題と密接に繋

がっている。

ISSBやVRF（Value Reporting Foundation）による経済

的意思決定を主な目的とするステークホルダー向けのシン

グル・マテリアリティのみならず、GRIが従前よりカバーしてきた

企業の経済、環境、社会へのプラスとマイナスの影響を理

解したい様々な目的を持つ幅広いステークホルダー向けの

ダブル・マテリアリティにおいても、定性情報のみならず、

ESGデータを使った説得力のある開示が求められている。

ESG評価機関対応としての開示では勿体ない。

換言すると、全社的リスクマネジメント（ERM）の対象を

中長期の戦略リスクにも拡張し、サステナビリティ関連課

題を含むリスク・機会（マテリアリティ）を特定したうえで、

その非財務KPIと企業価値との関係を価値創造ストーリー

として表現し、ESGデータを使ってロジカルに説明することが

各社には期待されているだろう。その為にはESGデータを経

営の意思決定に活かし、実績の開示がしっかりとステークホ

ルダーに届いているか、またその結果として自社の企業価値

向上に寄与しているかを把握する方法を是非会得したい。
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上場区分 企業数 割合

東証一部 88 84.6%

東証二部 2 1.9%

その他上場 1 1.0%

非上場 13 12.5%

総計 104 100%

業種 割合

製造業 52.9%

資本財
*1 7.7%

自動車・自動車部品 8.7%

素材 8.7%

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
*2 6.7%

耐久消費財・アパレル 5.8%

食品・飲料・タバコ 4.8%

ソフトウェア・サービス 2.9%

ヘルスケア機器・サービス 1.0%

家庭用品・パーソナル用品 1.0%

半導体・半導体製造装置 1.0%

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
*3 4.8%

非製造業 47.1%

資本財
*4 8.7%

エネルギー 4.8%

運輸 4.8%

銀行 3.8%

公益事業 3.8%

保険 3.8%

商業・専門サービス 2.9%

食品・生活必需品小売り 2.9%

電気通信サービス 2.9%

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
*5 1.9%

各種金融 1.9%

小売 1.0%

不動産 1.9%

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
*6 1.0%

メディア・娯楽 1.0%

総計 100%

◼ 調査期間：2021年8月

◼ 調査方法：Webサーベイ

◼ 参加企業・回答者数：104社118名

◼ 調査結果集計方法：複数選択可の設問の場合は棒グラフ、単一選択の設問の場合は円グラフで集計

*1：主に機械製造

*2：電子部品の製造

*3：医薬品の研究・開発・製造を行う会社。獣医用医薬品を含む

*4：コングロマリット・商社・流通業

*5：OEM供給、機器のディストリビュータ

*6：製薬業界およびバイオテクノロジー業界に主にサービスを提供する会社を

含む

調査概要4.

【参加企業属性】



18

Contacts

達脇恵子／Keiko Tatsuwaki
デロイト サステナビリティ 日本統括責任者

デロイト トーマツ サステナビリティ株式会社 代表取締役

有限責任監査法人トーマツ パートナー

e-mail：keiko.tatsuwaki@tohmatsu.co.jp

藤井剛／Takeshi Fujii
モニター デロイト ジャパンリーダー

デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員

e-mail：tfujii@tohmatsu.co.jp

丹羽弘善／Hiroyoshi Niwa
デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員

e-mail：hniwa@tohmatsu.co.jp

mailto:keiko.tatsuwaki@tohmatsu.co.jp
mailto:tfujii@tohmatsu.co.jp
mailto:hniwa@tohmatsu.co.jp
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注釈

1. PRIウェブサイト： https://www.unpri.org/pri/about-the-pri

2. UNPRIウェブサイト：https://www.unpri.org/about-the-pri/annual-report-2020/6811.article

3. GPIFウェブサイト： https://www.gpif.go.jp/investment/esg/#a

4. BBC「米経済団体、「株主第一」を廃止 福利厚生や地域に注力へ」（2019年8月20日）： https://www.bbc.com/japanese/49403721

5. Davos Conferenceウェブサイト：https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020/about

6. WEF「ステークホルダー資本主義の進捗の測定：持続可能な価値創造のための共通の指標と一貫した報告を目指して」（2020年9月22日）：
https://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020_Japanese.pdf

7. 「Statement of Intent to Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting」（2020年9月）：
https://www.integratedreporting.org/resource/statement-of-intent-to-work-together-towards-comprehensive-corporate-reporting/

8. Value Reporting Foundationウェブサイト： https://www.sasb.org/structured-reporting-xbrl/

9. European Commissionウェブサイト： https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/corporate-sustainability-reporting_en

10. SEC「Public Input Welcomed on Climate Change Disclosures」（2012年3月15日）：https://www.sec.gov/corpfin/sample-letter-climate-change-
disclosures#_ftn1

11. IFAC「The State of Play in Sustainability Assurance」 （2021年6月23日）： https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-
economy/discussion/state-play-sustainability-assurance

12. 日本公認会計士協会「会計・監査ジャーナル」No.796

https://www.unpri.org/pri/about-the-pri
https://www.unpri.org/about-the-pri/annual-report-2020/6811.article
https://www.gpif.go.jp/investment/esg/#a
https://www.bbc.com/japanese/49403721
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020/about
https://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020_Japanese.pdf
https://www.integratedreporting.org/resource/statement-of-intent-to-work-together-towards-comprehensive-corporate-reporting/
https://www.sasb.org/structured-reporting-xbrl/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
https://www.sec.gov/corpfin/sample-letter-climate-change-disclosures#_ftn1
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/state-play-sustainability-assurance
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