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本発表に関連し、開示すべき利益相反に

該当する項目はありません。
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CSRの定義と変遷

• フィランソロピー
• 博愛、社会貢献

• エコ（環境対策）

• CSR(1990年代後半)

• Corporate Social Responsibility

• 企業の社会的責任
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会社視点



CSRとは
• 近江商人：売り手よし, 買い手よし, 世間よし

• 渋沢栄一：論語と算盤
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ポテトを揚げる 20分

顧客の待ち時間短縮のため, フライドポテトをあらかじめ揚げている店がありました。

味が劣化するため, 20分経過したものは廃棄していました。（フードロス問題）

(架空の事例です)

CSRの観点から, この施策を改善してください

廃棄



CSRとは

• 社会：廃棄物の削減, 寄附(25円/1商品)

• 企業：利益アップ(25円+廃棄コスト削減), 企業イメ―ジの向上

• 顧客：選択の自由(200円/100円), 100円を選んだ場合, 自分が寄附したこ
とへの満足感
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揚げる 20分

200円 100円 50円: 原材料, 販管費

25円: 利益

25円: 寄附

(一例です)

CSRは, 慈善活動ではなく企業戦略



CSRの歴史

• フィランソロピー
• 博愛、社会貢献

• エコ（環境対策）

• CSR(1990年代後半)

• Corporate Social Responsibility

• 企業の社会的責任

• CSV(2011年-)

• Creating Shared Value

• 共有価値の創造

• マイケル・ポーター教授
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会社視点 投資家視点

• SRI
• Social Responsibility Investment

• 社会的責任投資



ESGの歴史
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会社視点 投資家視点

• 2006年国連がPRIを発表

PRI(Principles for Responsible Investment): 責任投資原則
1. 私たちは投資分析と意思決定のプロセスにESG課題を組み込みます

2. 私たちは活動的な所有者となり, 所有方針と所有習慣にESG問題を組み入れます

3. 私たちは, 投資対象の企業に対してESG課題についての適切な開示を求めます

4. 私たちは, 資産運用業界において本原則が受け入れられ, 実行に移されるよう働きかけ

を行います

5. 私たちは, 本原則を実行する際の効果を高めるために, 協働します

6. 私たちは, 本原則の実行に関する活動状況や進行状況に関して報告します

• ESG
• Environment, Social & Governance

• 環境・社会・企業統治



日本でのESGの転機は2016年

• GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)がPRIに
署名
• GPIFは世界最大の資産運用機関

• 運用資産額191兆円6,189億円(2021年度第1四半期末)

• ESG評価会社がつくる指数を使って投資を判断
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GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)ホームページ
https://www.gpif.go.jp/operation/the-latest-results.html (検索: 2021/9/24)

https://www.gpif.go.jp/operation/the-latest-results.html


ESG評価会社

• FTSE Russell

• MSCI

• Sustainalytics

• S&P Dow Jones Indices

• …..
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ESG評価会社が乱立

世界600社 ばらつく基準
2020.6.18 日本経済新聞朝刊



SDGsの歴史
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• MDGs
• Millennium Development Goals

• ミレニアム開発目標

• 2000年国連採択, 2015年までの共通目標

• SDGs
• Sustainable Development Goals

• 2030年までの17の持続可能な開発目標

• 2015年国連採択
• 「我々の世界を変革する: 持続可能な開発のための2030アジェンダ」



SDGs
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SDGsの構成
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目標8: 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべ
ての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのあ
る人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する

SDGsの構成 例(目標・ターゲット・評価指標)

17の目標

169のターゲット

244の評価指標

8.8: 移住労働者, 特に女性の移住労働者や不安
定な雇用状態にある労働者など, 全ての労働者の
権利を保護し, 安全・安心な労働環境を促進する。

8.8.1: 致命的及び非致命的な労働災害の発生率
(性別, 移住状況別)

8.8.2: 国際労働機関(ILO)原文ソース及び国内の
法律に基づく, 労働権利(結社及び団体交渉の自
由)における国内コンプライアンスのレベル(性別, 移
住状況別)

ローカル指標例
・度数率/強度率/死亡災害件数

・超過労働時間/就業者数



ESGの中での労働安全衛生の位置づけ

• ESG評価会社の基準
• ESG評価会社の評価指標(FTSE Russellの例)

• GRIスタンダード
• 情報開示の国際標準

• 日本の上場企業の実態
• 2004-12年CSR関連報告書の調査
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GRIスタンダード2016

報告内容に関する原則

・ステークホルダーの包摂

・サステナビリティの文脈

・マテリアリティ

・網羅性

報告品質に関する原則

・正確性

・バランス

・明瞭性

・比較可能性

・信頼性

・適時性
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基礎

GRI

101
一般開示事項

GRI

102

マネジメント手法

GRI

103

経済

GRI

200

環境

GRI

300

社会

GRI

400

共通

スタンダード

項目別の

スタンダード

情報開示の国際標準



マテリアリティ(Materiality)

組織の経済, 環境, 社会に
与えるインパクトの著しさ
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ステークホルダーの評価や
意思決定に対する影響



マテリアリティの具体例

事業にとっての重要度
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ステークホルダーに
とっての重要度

フードロス

トレーサビリティ

健康

水産資源の持続的可能性

研究開発, イノベーション

品質

CSR調達

情報開示 ガバナンス, コンプライアンス, 消

費者啓発・食育, お客様満足・

苦情対応, 地域経済への貢献, 

MSC, ASC他環境ラベル, 社会

貢献, 気候変動, 温暖化

人材育成

ダイバーシティ

海洋環境

リスクマネジメント, BCP

グローバル経営人材育成

公正な競争

水資源

汚職・腐敗防止

商品原材料表示

労働安全衛生

NGO/NPO

労働条件

知的財産権

ニッスイのサステナビリティレポート2021

https://nissui.disclosure.site/ja/themes/121 (検索: 2021/9/24)

https://nissui.disclosure.site/ja/themes/121


GRI 403: 労働安全衛生 2018

1. マネジメント手法の開示事項

開示事項 403-1 労働安全衛生マネジメントシステム

開示事項 403-2 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査

開示事項 403-3 労働衛生サービス

開示事項 403-4 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション

開示事項 403-5 労働安全衛生に関する労働者研修

開示事項 403-6 労働者の健康増進

開示事項 403-7 ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防
止と緩和

2. 項目別の開示事項

開示事項 403-8 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者

開示事項 403-9 労働関連の傷害

開示事項 403-10 労働関連の疾病・体調不良
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2004-12年CSR関連報告書の調査

• 上場企業の多くはCSR関連報告書を発行
• CSRは, 実行責任+説明責任

• CSR関連報告書の記載内容から企業の認識を把握

• 方法
• 対象：東証一部上場企業すべて

• 期間：2004-12年度の9-12月

• 方法：企業のHPを閲覧, PDFで6ページ以上の報告書
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日本企業の実態
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CSR関連報告書を発行する企業は年々, 増加

Nagata T, et al. BMC Public Health. 2017; 17(1): 381. 
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環境報告書からCSR報告書へ

報告書のタイトル
Nagata T, et al. BMC Public Health. 2017; 17(1): 381. 
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環境側面から社会側面へ

ページ数

Nagata T, et al. BMC Public Health. 2017; 17(1): 381. 
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労働安全衛生はCSRの一部も

記載割合

Nagata T, et al. BMC Public Health. 2017; 17(1): 381. 
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CSR報告書から統合報告書へ

2020年秋時点の東証一部上場企業2,172社のホームページを調査



統合報告書とは

• IIRC(International Integrated Reporting 
Council, 国際統合報告評議会)が国際統合報告フ
レームワークを作成

• 統合: 財務情報+非財務情報
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ESGと財務会計の諸団体が連携(主導権争い)

・IIRCとESG評価会社SASBが合併(VRF)

・VRF, IFRS(国際財務報告基準)財団, GRI等の連携



中小企業におけるESG/SDGs
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SDGsの認知
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アンケート調査

対象：健康経営優良法人(中小規模, 2020)4,816法人の経営層

時期：2020年11月-12月

回答：1901法人(回答率40%)
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企業規模が300人以上は半数が対応検討
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情報の開示率

建設業/運輸業では高い開示率

・業界団体の働きかけ

・Gマーク制度（貨物自動車運送事業安全性評価事業）

国土交通省が推進する「安全性優良事業所」の認定制度



良好事例: 大橋運輸株式会社(愛知県)



健康経営の経営面での効果

人材採用場面での効果をあげるためには

ホームページでの情報開示が重要



ESGの視点: サプライチェーン・マネジメント
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多国籍企業

1次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ 1次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ

2次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ 2次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ 2次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ

Harvard Business Review 2020.12. “A More Sustainable Supply Chain”

ナイキ, アディダス, アップル, デル, HP, H&M…

サプライヤーの労働環境や安全衛生状況, 環境問題等のESG問題が社会問題化

⇒不買運動, 企業イメージの低下リスク



サプライチェーン・マネジメントの困難性
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多国籍企業

1次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ 1次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ

2次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ 2次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ 2次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ

Harvard Business Review 2020.12. “A More Sustainable Supply Chain”

2次以下を直接, 管理するのが困難

利益を優先し, ｻﾌﾟﾗｲﾔｰの能力を超えた発注

調達部門とESG部門の連携不足

複数の大口顧客で取組む優先順位が低い

無名企業で注目されない

ESGの専門知識も人材もない

自社のESGで手一杯で, 2次を管理する余裕なし



ESG/SDGsは労働安全衛生の水準を引き上げるか？

• 上場企業(大企業)：底上げにはなる, トップ企業は変わらず
• 企業は情報開示, および投資家への説明(エンゲージメント)の必要性は高まる

• 社内安全衛生スタッフは, 安全衛生活動が自社のマテリアリティであることを経
営者に説得する必要性が高まる

• 健康経営度調査票の開示により, 健康経営の認知は一時的に, 国内で高まる
だろう。ただし, 世界的な広がりは困難

• ISO 30414(人的資本に関する情報開示)

• ESG評価会社とIFRS(国際財務報告基準)財団との連携等の動向に注視しつ
つも, 統一基準は困難ではないか

• 中小企業：
• サプライチェーンに入っている企業は大企業からの働きかけが強まる。大企業から

の支援的な働きかけや, 業界団体, 支援団体の機能が重要。

• 安全衛生優良企業公表制度(厚生労働省)の普及が望まれる。そのためには, 
業界団体との連携, タイアップも必要では。
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永田意見

法令の役割

・ハードローではなく, ソフトローで

・取組み内容の開示を促す仕組みはできないか(特に非上場企業)

・開示企業と非開示企業で監督署への届出等, 差をつけてインセンティブとする



ESG/SDGsは労働安全衛生の水準を引き上げるか？

• SDGsについて
• 認知度が高いことが強み

• 労働安全衛生の良好事例が, 労働安全衛生に関心のなかった層(経営
者等)にも届く可能性がある

• ESG/SDGs
• より国際的な意識をもつ必要性

• ILO(世界労働機関)の役割の重要性

35

永田意見
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