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パフォーマンスを実証し、事業価値を訴求
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相互の結びつきがますます強まる一方、前向きな変化と
不確実性が共存する世界において、ステークホルダーは
企業の活動や環境、人々、そして、それらを取り巻く世
界への影響について、真の可視化を求めています。過去
10年間、特に直近の5年間において関心が高まっている
ESG（環境、社会、ガバナンス）に関する情報開示は、
企業が財務報告以外のパフォーマンスを共有し、環境、
人々、およびコミュニティへの影響と貢献に関連する機
会や投資リスクをより適切に評価するための重要な手段
となっています。

投資家、政府、従業員、消費者などのさらに多くの
ステークホルダーが、定期的な年次財務報告制度に
加えて、サステナビリティ、社会的責任、およびリ
スクに関するデータを幅広く開示することを企業に
要求しています。企業は、Sustainability Accounting 
Standards Board（SASB：サステナビリティ会計基
準審議会）やTask force on Climate related Financial 
Disclosures（TCFD：気候関連財務情報開示タスクフォ
ース）などの有名なフレームワークに基づく報告を行
い、長期的な存続に影響を与える可能性がある重要な非
財務情報を公開します。事業に潜在的なリスクをもたら
す可能性がある例として、以下が考えられます。
•	 消費者の健康問題を引き起こす製品に関する訴訟
•	 異常気象によって重要物資の配送が遮断されることに
より生じる事業継続の混乱
•	 雇用や人材登用における不公平な制度による優秀な人
材の流出

絶え間なく変化する相互接続された世界では、あらゆ
る種類のビジネスに新たな責任と脆弱性をもたらしま
す。ESG報告書は、企業の真のリスク、影響、および可
能性を可視化し、非財務分野の重要なパフォーマンス属
性を明らかにします。

本白書の目的

ESGに関する情報開示を通じて、ステークホルダーの信頼
を獲得し、自社の事業を可視化し、より深く理解するため
の方策を講じることができます。

建材や家具製造業者固有のESG報告書における
重要な構成要素を明らかにする

ESGに関する情報開示を成功に導く要件につい
て検討する

製品のサステナビリティに関する積極的な管理
が ESG 戦略にどのように貢献するか理解する

プロセスを促進するためのリソースを特定する



ESG報告書は先進的な企業にとって必須条件です

Ernst & Youngの機関投資家（バイサイド）

を対象に行った調査によると
300名の上級意思決定者

ESGデータを活用したファンドの	
運用資産総額が大幅に増加

2020年.1

22.9兆米ドル

40兆米ドル超

ESGに関する情報開示強化を目的とし
た予算の増額を検討2

60%
の企業が

企業情報開示における非財務分野の
パフォーマンスを評価3

98%
が
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から
2016年

約



•	 気候変動、温室効果ガスの排出
•	 空気質、水質
•	 生物多様性
•	 森林破壊
•	 エネルギー効率
•	 持続可能な資材管理

Environmental （環境）

Social （社会）

Governance （ガバナンス）

•	 データ保護とプライバシー
•	 ジェンダーと多様性
•	 従業員の関与
•	 コミュニティとの関係性
•	 人権
•	 労働法規
•	 顧客満足

•	 取締役会の構成
•	 監査委員会の構造
•	 	ESGパフォーマンスに連動した役員報酬
•	 贈収賄関連施策
•	 ロビー活動と政治献金

ESG パフォーマンス基準
ESG報告書では、財務との関連性が明確な非財務指
標を選定します。評価指標として、健康と安全に関
するポリシー、リソースの効率的な利用、消費者や
採用候補者に訴求するポリシーやサプライチェーン
の多様性などが挙げられます。最終的にこれらの決
定は、企業の事業維持、ビジネスの継続性確保、お
よび、市場における長期的な存続に向けた自社の地
位の確立に影響を与えます。

ESG報告書は、幅広いパフォーマンス領域をカバー
し、ビジネスへの影響に関するより包括的なプロフ
ァイルを提供します。ESG報告書でカバーされる主
なパフォーマンス分野について紹介します。
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ステークホルダーはサステナビリティの情報開示を推進し、投資家は ESG 
に関する情報開示を推進します
多くのステークホルダーが企業のサステナビリティ・パフォーマンス全体に対する関心を強める一方、最大規模の機関投資家の多くは、財務結果に直結
する一連の ESG の課題に関心を寄せています。それぞれのエコシステムおよび財務パフォーマンス指標に対する需要の高まりにも目を向ける必要があり
ます。

ますます多くの投資家が 
ESGの報告を要求してい 
ます。報告を怠る、また
は パフォーマンスが不振
の 企業には、売却のリス
クが あります。

調達ガイドラインで要求
されることが増えている
ことから、バイヤーや小
売業者は、サステナビ
リティやESG報告書を開
示して透明性を提供する
サプライヤーから購入
するようになってきてい
ます。

連邦、および地方レベル
で、ますます多くの行政機
関が、サステナビリティま
たはESGに関する報告を義
務付ける法規制化を進めて
います。

主要な非財務パフオーマン
ス指標を評価するプロセス
はしばしば、運用効率向上
の機会やコスト削減、さら
には、新しいビジネスモデ
ルの特定につながリます。

非政府組織（NGO）はサ
ステナピリテイに関する
認識を広めることに取り
組んでおり、それは間接
的に消費者やその他のス
テークホルダーが、企業
にサステナビリテイまた
はESGに関する情報開示
を採用するよう求める動
きに繫がっています。

消費者は、購入を通じ
て、より優れたサステナ
ビリティ・パフォーマン
スを達成する企業を指示
する意向とロイヤリティ
を示しています。

世界的な調査によれ
ば、消費者の77%が、
ブランド（企業）にと
ってサステナビリティ
や環境に対する責任が
重要であると考えてい
ます.Ⅷ

NGOは、ビジネス、
メディア、政府など
の他の機関と比較し
て、より倫理面を重ん
じると認識されていま
すⅦ。

ESGの評価は、原材料
や水、二酸化炭素排出
に関する実際のコスト
を特定し、事業経費の
増大に対処する上で役
立ちます。それはま
た、最大で60%の営業利
益に影響を及ぼす可能
性があります。Ⅵ

64力国に約600のサス
テナピリテイの報告手
段があり、その半数以
上が義務化されてい
ます。

2017年のわずか46%に
対し、2020年、小売業
者の65%が報告書で二酸
化炭素削減目標を掲げ
ています。v

調査対象となった91%の
機関投資家が、「非財務
パフォーマンスは、投
資の意思決定において極
めて重要な役割を果た
している」と述べてい
ます。iv

規制要件 運用
パフォーマンス

NGO 消費者の選択投資家 購入者/ 小売業者
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ESGに関する情報開
示はビジネスに大き
なメリットをもたら
します
ESG報告に対する財務および環境面での
推進力の有無にかかわらず、過去数年間
にわたり報告を続けている企業は大きな
利益を上げています。ESG報告は企業の
長期的な成功に不可欠な洞察力と効率性
をもたらします。

ESG報告がビジネス上利益をもたらすこ
とに同意する企業ⅸ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESG報告書の開示に必要なデューデリジ
ェンスと、それによって得られるビジネ
スの可視化について考えてみましょう。

メリット 家具/建材分野の情報開示例 説明

リスク低減
製品に含有される懸念化
学物質の管理プロセスを
開示

懸念化学物質の使用を特定して
削減し、製品が人の健康に害を
及ぼすリスク、ひいては法的措
置を講じる可能性を軽減します

総エネルギー消費量と使
用された再生可能エネル
ギーの割合のモニタリング
と報告

エネルギーの使用状況を綿密に追跡
することで、企業はエネルギーの
浪費、使用削減、つまりコスト削減
の機会についての洞察を得ることが
できます

コスト削減

製品に使用する材料の効
率性と埋め立てごみの転
用に関する監視と報告

廃棄物ゼロの製造を目指す設計
を行うことで、コストとリスク
を低減します

可視性の向上/ビジ
ネス運営上の洞察

VOC 排出量および含有基
準を満たす適格製品の割
合を開示

安全な屋内環境と人々の健康をサ
ポートする製品をより多く提供す
ることで、ブランドの信頼を獲得
します

ブランドの信頼

ライフサイクル全体を通
じて、製品に関連する二
酸化炭素排出量を評価

購買者にアピールする、環境負荷
を低減した製品を開発し提供する
機会を特定します

環境パフォーマ
ンスの改善

より強固な情報開示、お
よびより良いESGパフォー
マンスにより、MSCIのよ
うな評価機関の高い評価
につながる可能性

概して、ESGスコアの高い企業は 
ESGスコアが低い企業と比べ資本
コストが低い傾向にあります。先
進国と途上国ともに、これは市場
価値と収益性の高さとも相関して
いますx

資本コスト
の削減
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運用面での効率改善が廃棄物やコストの削減
につながったと回答した企業

企業の評判やブランドイメージの向上につなが
ったと回答した企業

リスク管理や長期的なリスクのモニタリングの改
善につながったと回答した企業

52%

52%

49%



信頼の獲得が難しい時代において、ESG報告は透明性を
通じて信頼性の向上をもたらします。

関心の高まりと取り組み
サステナビリティへの関心が高まるにつれ、主要な
NGO、団体、企業は、環境パフォーマンスに関する有
意義な洞察をもたらす方法に関する調査を開始しまし
た。サステナビリティ会計基準審議会（SASB）やグロ
ーバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）な
どの機関が公平なパフォーマンスの比較を可能にする
データ提示に関する最良の方法を示し、企業を導いて
います。また、国連の持続可能な開発目標（SDGs）
は、政府や企業の ESG 戦略に組み込むべき大胆な目標
を提示しています。カーボン・ディスクロージャー・
プロジェクト（CDP）などの格付けプログラムは、特
定の情報開示領域（炭素、林業、水）に焦点を当てて
おり、これらはESG 分析に組み込まれています。多く
の ESG関連の調査・格付け会社は、各社が影響力のあ
る領域で、緊急に対応したいというリーダーの熱意から
発足しました。その一例として、Sustainanalytics、S&P 
Global、CDP、Bloomberg などが挙げられます。現在、
協調に向けた取り組みが進められています。

SASB 基準
72 兆ドル（USD）の運用資産に相当する推定 228 社の機関投資家が、SASBを支持し、投資の意思決定にSASB基準を使用して情報を提供しています。x 
SASB基準は、ビジネスモデル、関連資料、および特定のサステナビリティに関連する課題に基づき、業界ごとに固有の会計指標を規定しており、これは
企業にとって非常に価値のあるものです。例えば、製品の品質と安全性は、鉱業会社よりも、販売する製品が消費者に害を及ぼさないよう配慮する必要
がある小売業者にとって、より重要であることが証明されています。同様に、鉱業会社は金融サービス会社よりも従業員の安全プロトコルに力点を置い
ている可能性があります。ビジネスの種類や内在するリスクを考慮し、SABSは11セクター、77業種において、財務パフォーマンスと密接に関連する固有
のサステナビリティ基準を特定および規定しています。SASBの Materiality Map® は、業種ごとに異なる基準を規定しています。
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ESGを取り巻く環境は複雑に思えるかもしれませんが、いくつかの基礎知識があれば、企業は合理的にESGに関する情報開示を進めることができます。
その結果、サステナビリティの向上と、より確実なビジネスパフォーマンスを包括的に実現することができます。ESG報告を開始し貢献していくにあた
って、自社の成功のために	必要な基本的な項目について検討します。

投資家は、ESG のパフォーマンスと財
務上の成果の間に関連性があると考え
ており、ESGの指標を開示するよう企
業に求めています。従ってビジネスリ
ーダーは、財務データと同様にESG デ
ータを扱うことが推奨されます - 社内
の複数の機能別組織から集めた表計算
データの収集、並べ替え、および整理
に費やす時間を短縮し、戦略的な分析
により多くの時間を費やすことができ
るようにデジタルテクノロジーを配備
します。

企業の考え方が純粋な財務面の成果主義
から全体的なリスク、機会、および影響
を見極める方向へと変化するにつれて、
リーダーや従業員がESG報告を推進する
ことが不可欠です。優れた収益性やより
高い売上を達成することのみを追及する
行動を奨励するのではなく、大企業では
既に導入されていますが、ESGの成果を
役員報酬プランに組み込むといった手法
の採用が進められています。

サステナビリティを達成するには、チ
ームとしての努力が必要です。ソリュ
ーション提供の一部を部門横断的な協
力のもと、人事、財務、調達、サプラ
イチェーン、IR、製品開発、ファシリテ
ィ、EHS、法務部門など、組織に所属す
る全員が担う必要があります。

投資家と顧客は、信頼できる意思
決定を可能にするデータを求めて
います。第三者機関の評価は、
信頼のおける独立した評価を提供
し、ESG報告書で提供される情報
に対する信頼も高めます。

ESG情報開示を始める

データのデジタル化 インセンティブの調整 社内の協力 第三者の評価

101010
010101
101010101
010101010
101010101
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戦略と報告 サステナビリティのリスク（異常気象発生に伴う混乱）と機会（二酸化炭
素排出量の削減）を評価します。

ガバナンス 環境および社会的パフォーマンスの目標実現を支援するため、会社のガバナンスを
強化します。検討項目は以下の通り：
•	 ボーナスはESG関連業績を推奨する構造になっているか
•	 取締役会はESG分野の成果に対して経営陣に説明責任を求めているか
•	 会社のポリシーとして、男女間の賃金格差、多様性と包括性、責任ある調達、
内部告発などの社会問題に対応しているか

運営 システムとプロセスを導入して、組織全体のあらゆるレベルで活動を実行できるよ
うにします。検討項目は以下の通り：
•	 サプライチェーン全体でデータ収集を可能にするシステムが整備されているか
•	 会社および第三者のサステナビリティ・パフォーマンスを評価するためにデー
タを収集しているか

•	 サステナビリティ目標を全社的に推進および伝達しており、コンプライアンス
を要求しているか

•	 業務全体のパフォーマンスと基準の遵守を定期的に評価しているか

製品と販売 •	 製品/サービスがサステナビリティの目標とコミットメントに沿っているか判断
します。検討項目は以下の通り：

•	 設計、製造、および流通において、環境および人の健康への負荷を軽減した製
品を提供しているか

•	 企業は、サステナビリティの実績を客観的に証明するための第三者認証を取得
しようとしているか

•	 会社の販売およびマーケティングは、誠実かつ透明性をもっておこなわれてお
り、米国連邦取引委員会（FTC）および同様の保護規定やベストプラクティス
に従っているか

組織全体としていかにESG報告策定に
貢献していくか
ESG報告書では、データを取得してパフォーマンスを評価するために、組織
全体の共同作業が必要です。そのためには組織全体の主要なパフォーマンス
領域を正確に反映することが必要です。

ESG戦略における製品の役割
製品のサステナビリティに焦点を当てることで、建材や家
具のメーカーは、バリューチェーン全体の脱炭素化を目指
すことができ、二酸化炭素と水の排出量を大幅に削減でき
ます。運用上の炭素削減（スコープ 1 および 2 排出量）だ
けでなく、スコープ 3 排出量の削減を通じて、炭素削減の
取り組みを拡大することにより、企業は世界の温室効果ガ
ス排出量の削減により包括的な視点で取り組むことができ
ます。

製品ライフサイクルのさまざまな段階でメーカーがサステ
ナビリティへの取り組みを実施する機会と、UL Solutions 
がどのように支援を提供できるかについて確認していきま
す。
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サプライチェーンの選択と製造プロセス
における二酸化炭素排出量を追跡し、削
減します。

製造工程や建物管理における廃棄物を削
減します。

製造業者の労働者および環境への取り組み
を検証し、サプライチェーンの可視化を支
援します。

製品のパフォーマンス、品質、コンプライ
アンスを確実にします。

第三者認証や検査、品質、環境特性、性能
に関する第三者認証、妥当性確認、検証を
実施します。

ライフサイクルアセスメントを使用して、
製品に使用する材料の選定と設計を決定
し、EPD（環境製品宣言）に反映される全
体的な環境影響データを改善します。

故障モード影響分析（FMEA）を使用し
て、長持ちする高性能製品を設計します。
エネルギー使用量の削減、リサイクル・再
利用・改修の容易さ、総合的な環境負荷の
低減を考慮した製品を設計します。

バリューチェーン全体で、健康と安全の
ために製品に使用される化学物質を管理
します。

サプライチェーンの環境影響評価を実施し
ます。

パッケージングの安全性と性能、および環境
への影響を検証します。

VOC排出量、ライフサイクルへの影響、購入
者が関心を持つ特定の属性について製品また
はマーケティング資料で伝えるためのエコラ
ベルを提供します。

製品、部品、または材料全体をリサ
イクル、再利用、または改修するた
めのリカバリープログラムへの投資
またはその実施を行います。

UL Solutions の支援
ESG報告戦略を進めるにあたり、サステナビリティ目標に取り組むための斬新なアプローチの設計やサプライチェーンの透明性を向上させるためのアド
バイザリーサービス、さらに、自信を持ってサステナビリティの成果を開示するために必要な信頼に足る科学的根拠に基づく試験と認証を通じて、お客
様をサポートします。UL SolutionsはESGに関するプロセスのあらゆる段階で幅広いソリューションを提供し、お客様をサポートします。

環境製品宣言（EPD）

Turbo Carbon™

パッケージングテスト

UL SPOT® データベース、小売業者の環
境配慮型製品ポートフォリオ

クローズドループ・プログラムまた
は再生・再利用率に関する環境クレ
ーム検証

360, Turbo Carbon™

Turbo Waste, UL 2799 ZWTL 評価

アドバイザリーサービス、トレーニ
ング、サプライチェーン監査

試験と検査

GREENGUARD 認証、UL 
ECOLOGO® 認証、環境クレーム検
証、環境製品宣言、温室効果ガス検証

アドバイザリーサービス

WERCSmart®, 適合サービス

製造 再利用使用配送設計
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終わりに
不確実性、偽造情報、根拠のない主張が横行し、信頼が損な
われている現代において、検証済みのESG データは、企業、
製品とサービス、およびエコシステムにおける信頼の基盤の
再構築に役立ちます。投資家を惹きつけるために ESG報告の
可能性を模索している場合でも、すでに実施している主要な
ESGイニシアチブに項目を追加する場合でも、私たちは科学
的根拠に基づくソリューションと専門知識でお客様をサポー
トします。これらの非財務的な重要業績評価指標（KPI）を管
理し、報告することで、ビジネスの可視性を高め、変化し続
ける世界で企業が成功するためのパフォーマンスを報告に組
み込むための支援を提供します。
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