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ESG報告－なぜ今なのか
企業が行うESGの取組みについての明瞭性や、包括的で比較可能性があり信頼性も高く
意思決定に有用なESG報告に対し、投資家からの要望は次第に高まっています。

1兆米ドル

Bloomberg社によれば、2021年

には世界全体で1兆ドルのサステ

ナビリティ債の販売が見込まれて
います。 参考記事

40bp
MSCIワールド・インデックスの最
高格付けおよび最低格付けのク
オータイル間の平均資本コストは
40bpの利益となります。 参考記事

インテグレーション

「Global Sustainable Investment 
Review 2020」によると、ESGインテ
グレーションは最も一般的な投資戦
略とされています。 参考記事

50%
投資家の50%が、ESGデータの企業
間の比較可能性の欠如はESG投資
に対する阻害要因であると回答して
います。 参考記事

89%
投資家の89%が、ESGリスクにさら
に焦点を当てるように議決権行
使の方針および（または）関与の
方針を変更したと回答していま
す。 参考記事

2.2兆米ドル

Morningstar社によれば、2021年
第2四半期現在、世界全体で2.2
兆米ドルのサステナビリティ・ファ
ンドが運用されています。
参考記事

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-13/esg-bond-sales-sprint-to-1-trillion-as-investors-force-change
https://www.msci.com/www/blog-posts/esg-and-the-cost-of-capital/01726513589
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/pdfs/Research/global-esg-q2-2021-flows-report-final-numbering.pdf?utm_source=eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=27223
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2018-11/Edelman_Trust_Baromter_Institutional_Investor_US_Results_0.pdf
https://www.gbm.hsbc.com/insights/sustainable-financing/sfi-survey-global?pid=HBEU:GH:2142:CAM:XAW:CAM:1020:032:SFI:#1-the-effects-of-the-pandemic
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• 世界中で法規制による義務化が理解されていることは、整合性や比較可能性を高めるための、国際的に協働されたサステナビリティ基準への肯定的な動向といえます。IFRS&ESGレポーティン
グのグローバル・ヘッド、ヘンリー・ダウベニーによる記事「ESG報告に関するCOP26のビッグニュースとは？」 および 「将来に向けたサステナビリティ報告」 をご一読ください。

• ISSBに関する重要な公表がCOP26でなされました。In brief 「国際サステナビリティ基準審議会の設立発表」 を（和訳はこちら）ご一読ください。

• サステナビリティ報告の水準や期待は財務報告書に対するものと同様に高くあるべきとPwCは考えており、ESG報告の義務化に向けた動きはそれを裏付けるものとなっています。グ
ローバル・リポーティング・リーダーの ナジャ・ピカードによるインタビュー 「財務以外の報告：財務報告におけるサステナビリティ」 をご一読ください。

透明性の改善

利害関係者は自らにとって有意義な情報を求めています。

利害関係者は、ESGが企業に与える影響と同様、企業が社会に与える幅広
い影響を理解したいと考えるようになっています。

企業は、何が任意の報告に有用であるかを判断する以外に、現行および将

来における法規制により義務付けられているおよび義務付けられることにな
る開示要求に対応することになります。

価値の向上

外部向け報告書において透明性、目的適合性、および信頼性のあるESG
情報を提供することにより、利害関係者との信頼を深め、資本コストにプラ
スの影響を与え、さらに有意義な従業員エンゲージメントを促進させ、資本
市場や外部借入を幅広く利用できるようになることを、市場の実例が示して
います。

ESG報告－なぜ重要か
信頼の構築

明確で有意義な報告は、企業が公表した情報の信頼性を高めます。

企業のESGに関する戦略、方向性、現状を明確に示すことは、企業の評判を
高め、事業運営を促進することになります。

報告につながるデータ、プロセス、統制の質が高ければ高いほど、信頼が高ま
ります。

リスクおよび機会の理解

サステナビリティ情報の報告が適切に行われれば、企業は競争優位となり得
ます。

サステナビリティ情報では、取締役がESG戦略を主導し、この戦略がESGに関
するリスクおよび機会の管理や指標の公表とリンクしていることを示す必要が
あります。

サステナビリティ報告に関するPwCの見解―クライアントとの情報共有にご利用ください。

https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/publications/cop26/what-is-the-big-news-at-cop26-for-esg-reporting-pwc-cop26.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/esg/publications/sustainability-reporting-for-the-future.html
https://shows.acast.com/because-people-count/episodes/going-beyond-the-financials-on-the-future-of-corporate-repor
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_briefs/in_briefs_INT/in_briefs_INT/Establishment-of-the-International-Sustainability-Standards-Board-Announced.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/in_briefs/in_briefs_JP/20211105_inbrief_int.html
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単一の論点に焦点を当てた基準／フレームワーク
／測定に関するプロトコル

包括的な報告基準／フレームワーク
広範なESGトピックスを網羅

EU  CSRD

International 
Sustainability 
Standards Board

ESG報告をめぐる状況は急速に進展中
        －共通した基準の開発に向けた重要な動向

実現可能に向けた他の取組み
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COP26におけ
る最終決定

ISSB設立発表 
- 諸団体の統合
- ISSBの所在地

-基準のプロトタイプの公表

提案に関する
アウトリーチは
2021年7月29日

に終了

ISSB設立の経緯

2020年

第4四半期

2021年

第1四半期

2021年 2021 年
5月-7月

2021年

8月-10月 

フィードバックの分析と協議

● 差し迫った需要
● IFRS財団への

支持
● 戦略的方向性
● 作業グループ

フィードバックの分析と協議

定款の修正案

サステナビリティ報
告に関する

コンサルテーション・
ペーパーの公表

2021年

11月 4月

 5 
November 2021

コンサルテーション・
ペーパーに関する
フィードバック・

ステートメントの公表
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2021年11月3日にIFRS財団が以下を公表しました。

● 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）の設立

● 気候変動開示基準委員会（CDSB）と価値報告財団（VRF）をISSBに統合。

● 2つの基準のプロトタイプの公表（①気候関連情報の開示、②サステナビリティに関する全般的な
開示要求）。詳細はこちら

● ISSBの拠点:
○ フランクフルト - 審議会と議長のオフィスの所在地
○ モントリオール - 新しい審議会を支える主要な機能及び各地域の利害関係者との協力関

係を深める役割を担う
○ サンフランシスコ（VRFとの統合後に）およびロンドンでもオフィス開設を予定。ロンドンで

は、市場との対話および各地域の利害関係者とのより深い協力関係のための技術的な
支援およびプラットフォームを提供予定。

環境、社会、ガバナンス（ESG）問題に関する企業報告における国際的に一貫した信頼性のある基準
に向けた重要なステップ。

国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）

November 2021
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https://www.ifrs.org/groups/technical-readiness-working-group/#resources
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/
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新しいISSBの設立は、投資者および他の資本市場参加者
が意思決定を行うのに役立つ企業のサステナビリティに関
連するリスクおよび機会に関する情報を提供する高品質
なサステナビリティ開示基準の包括的なグローバル・ベー
スラインを公共の利益のために開発することを目的として
います。

ISSBの目的
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表示基準 (全般的な要求事項）

気候関連開示のプロトタイプ

本基準は、TCFDの
4つの柱に基づいている。

● 最初のテーマ別基準

● 記述的および業界横断的な指標に関する開示要求を含む。
● 技術的なプロトコルの追加事項には、業界固有の開示事項が含まれる。これは主に、既存

のSASBの業種別基準に基づく。

● TCFDと同様に、この基準は以下に適用される。
(a) 企業がさらされている気候関連のリスクで、以下を含むがこれらに限定されない。

(i) 気候変動による物理的リスク（物理的リスク）
(ii)低炭素経済への移行に伴うリスク（移行リスク）

(b) 企業が利用し、検討することができる気候関連の機会

● ISSB基準において特定のガイダンスがない場合のヒエラルキーを設定する。
● 重要性の適用を取り扱う
● 一般目的財務報告における報告企業の境界は、以下の２つにおいて同じでなければならない

ことを明確化
(a) 財務諸表
(b) サステナビリティ関連の財務情報開示 リ

ス
ク
管
理

指
標
と
目
標

ガ
バ
ナ
ン
ス

戦

略

プロトタイプには何が含まれているか
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2022年

下旬

議長、副議長
およびメン
バーの発表 

2022年

6月

公開草案の公表
とアジェンダ・コン
サルテーション*

* これらの事象は、現時点における
PwCの理解に基づく見込みとなります。

2021年

12月

CDSBとVFRを
ISSBに統合

COP26におけ
る最終決定

ISSB設立発表 
- 諸団体の統合
- ISSBの所在地

-基準のプロトタイプの公表

提案に関する
アウトリーチは
2021年7月29日

に終了

フィードバックの分析と協議

フィードバックの分析と協議

定款の修正案

2020年

第4四半期

2021年

第1四半期

2021年 2021 年
5月-7月

2021年

8月-10月 

● 差し迫った需要
● IFRS財団への

支持
● 戦略的方向性
● 作業グループ

2021年

11月 4月

ISSBの次のステップ

November 2021
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サステナビリティ報
告に関する

コンサルテーショ
ン・ペーパーの公表

コンサルテーション・
ペーパーに関する

フィードバック・
ステートメントの公表



ありがとうございました
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