
© SASB

Sustainability Accounting Standards Board

Implementation Webinars for JPX Listed Companies

#1: SASB スタンダード導入 –概要 & ロードマップ



なぜ SASB なのか?



77項目の業界固有の開示基準

グローバルで企業と投資家が
使用

SASB は企業と投資家をサステナビリティの
財務的影響の観点で結びつける

The Sustainability Accounting Standards Board
財務的に重要な ESG 情報に関する非営利独立基準設定機関
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SASB はノイズをカットする
SASB スタンダードは市場によって、市場のために作られている
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企業 投資家

意思決定への有用性

高い費用対効果

財務的重要性

業界固有

エビデンス・ベース

市場動向に精通



SASB のアプローチ



ガバナンスと監督
ガバナンス構造は基準設定の独立性と完全性を保護する
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基準監督委員会 (SOC)

基準設定活動のデュー・プロセ
スの監督

ガバナンス & 指名委員会
SASB 財団理事会によってサステナビリ
ティ会計基準委員会を任命するためにメン
バーを指名する

サステナビリティ会計基準審議会

SASB 財団理事会

実用的で技術的な課題に対するイ
ンプットを提供するまたはアドホッ
クな諮問委員会 (外部アドバイ
ザー) 



SASB スタンダードは厳格なプロセスによって推進される
各業界ごとの基準はエビデンスに基づき、市場からのインプットによって形作られている
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UNIVERSE OF 

ESG ISSUES
サステナビリティの

課題

業界リサーチ

マーケット・インプット

エビデンス調査
基準審議会の審査

パブリック・コメント

修正および審議会の
承認

SASB スタンダード

平均6トピックおよび13指標

継続的な
基準整備

基準諮問委員会、発行体、
機関投資家

財務的影響のエビデンス

公開草案

環境
社会資本
人的資本

ビジネス・モデルおよびイノベーション
リーダーシップおよびガバナンス



全ての業界は固有である
SASB は各業界ごとのビジネス上重要な ESG 課題についての開示を標準化している
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サステナビリティ課題

環境

SICS 業界

ノンアルコール
飲料

SICS 業界

ソフトウェア・IT 

サービス

全般的な課題カテゴリ

開示トピック

会計指標

水および廃水管理

(1)総取水量、(2) 使用済の水の総量、
ベースライン水ストレスが高い地域また

は非常に高い地域の割合

エネルギー管理

水管理
ハードウェアインフラの環境

フットプリント

(1)総エネルギー消費量、(2)系統電
力の割合、(3)再生可能エネルギー

の割合

例: 飲料 vs. ソフトウェア業界における環境ディメンジョン



SASB に対する投資家の支持



なぜ開示が重要なのか
BlackRockは TCFD と SASB を ESG 開示のベンチマーク・フレームワークとして捉えている
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適切な開示により、投資家は
以下のことが可能になる:

• 同様の対象領域に基づく
評価

• 取締役会および経営業績

の評価と、的を絞った多く
のフィードバックの提供

• 企業、業界および市場のレ

ベルでの、時間経過に伴う
変化の監視

企業にとっては以下のことが
可能になる:

• 自社のアプローチと競合
他社のアプローチの比較

• 異なるステークホルダーと
の効果的な対話

• 大規模なデータ・セットへ
の寄与

Source: BlackRock Investment 

Stewardship’s approach to engagement 

on the TCFD and the SASB aligned 

reporting



➢ 資産額 40兆米ドル以上

➢ アジア太平洋ワーキング・グループには8社が参加している

➢ 世界のアセット・マネジャー*上位10社のうち8社は IAG メンバーである

投資家アドバイザリー・グループ (IAG):

➢ 50超の機関投資家

➢ 代表的な 12 ヶ国

SASB の投資家アドバイザリー・グループ (IAG)
投資家間でのサポートは目覚ましく、急速に広まっている

Updated May 2020

• ノルウェー

• スウェーデン

• スイス

• オランダ

• イギリス

• アメリカ

• オーストラリア

• カナダ

• デンマーク

• フランス

• ドイツ

• 日本

* Largest asset managers as of March 2019 per https://www.advratings.com/top-asset-management-firms.
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https://www.advratings.com/top-asset-management-firms


幅広い投資家によるサポート
SASB の ESG 開示へのアプローチはグローバル投資家の基盤の広がりに支えられている
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Source: Morrow Sodali 2020 Institutional Investor Survey of 40+ institutional investors with $26 trillion in assets

回答者の地理的分布

Q: 企業の ESG パフォーマンスとアプローチに関するリサーチを促進する点で、
企業が ESG 情報を最適に伝達するために推奨するフレームワークは何ですか？

https://morrowsodali.com/insights/institutional-investor-survey-2020


サステナビリティの情勢



1 多くの場合、企業の

フィードバック・ループを含

み、自発的な開示のため
のガイダンスを発行する
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ESG 情報および情勢の分析
非営利および営利目的の多くの提供者は複雑で隆盛している市場で様々な役割を演じている

SASB / TCFD / CDSB / GRI / Bloomberg /  
MSCI / CDP / TruValue Labs / RepRisk / 
Sustainalytics / Refinitiv / DJSI / FTSE4Good

2 質問票を通じて企業

からデータを求める

4 公開および非公開の情報を基

に企業の評価を作成し、投資家
に販売する

DISTINCT GROUPS: 

組織多種多様な

4FIT IN

3 企業が公開している

利用可能なデータを集
計する
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基準によってフレームワークは実用的なものになる
基準は一貫性があり、比較可能で、信頼性のある ESG 開示のために不可欠である

フレームワーク
情報を「どのように」構造化し、準備し、そして「どのような」幅広いト

ピックを対象とするか、についての一連の原則的な指針

TCFD IIRCCDSB

基準
各トピックごとに報告される「事項」について固有で、再現可能かつ

詳細な要件

フレームワーク: 気候開示ガイダンスの

例

シナリオ分析の使用を含み、GHG 排出量に関係する
戦略的計画プロセスについて対話をする

基準: 気候開示ガイダンスの例

石油・ガス企業の場合、実績のある炭化水素埋
蔵量に埋め込まれた二酸化炭素排出量の開示を
する

課題の発展に合わせて、

迅速に適用可能

企業、投資家、ステークホル

ダーにとっての共通言語

企業間での比較可能かつ一

貫性がある情報を提供

信頼性のある情報の提供

を保証

規制管轄ごとに調整でき、柔軟

性と一貫性の提供が可能

透明性が高く、包括的な

デュー・プロセスの発展的な

使用

SASB GRI

開示基準は高品質な非財務開示を
保証する強力なツールとなる



関連情報

多様なステークホルダーが関
心を持つ全ての環境、社会、
ガバナンスについてのトピック

財務的に重要で業界固有のデータ

企業の財政状態または経営業績
に影響を与えると合理的に考えら
れる非財務的要因

投資家投資家を含む多様な
ステークホルダー

サステナビリティ・
レポート

投資家とのコミュニ
ケーション

補完的なフレームワーク
GRI と SASB は EU が提唱するダブル・マテリアリティの概念を補完する重要な基礎

的要素である
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SASB は堅牢な TCFD の導入を可能にする
業界固有の指標および目標は気候リスクに関する実用的な情報を提供する
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ガバナンス

戦略

リスク管理

SASB 指標は TCFD の

推奨項目を導入するた

めに最も頻繁に参照さ
れ、 TCFD が引用する

ツールに含まれる

指標および目標はより効
果的なガバナンス、戦略、
リスク管理にとって重要
である – TCFD の本図
の “外層” にあたる

指標および
目標



SASB についての誤解



SASB についての誤解
新興的な慣行として、サステナビリティ会計は多くの誤解に直面している

誤解: SASB スタンダードはアメリカ企業のみに関連している

実際:世界中の企業と投資家が直面する財務上重要なサステナビリティ・リスクまたは機会に

ついて特定、管理、伝達をするために SASB スタンダードを使用している。

誤解: SASB スタンダードは GRI スタンダードと競合している

実際: SASB と GRI は補完的であり、それは多くの企業が両者をレポートに使用していること
が証明している。両者は異なる目的を果たし、異なる対象者をターゲットにしている。SASB は
投資家にのみ焦点を当てる一方で、GRI は投資家を含む多様なステークホルダーに使用され
るように設計されている。

誤解: SASB に準拠するレポートは規制当局に提出する必要がある

実際: 企業は株主への年次報告書を含む統合レポート、サステナビリティ・レポート、独立した

SASB レポート、規制レポート、投資家向け広報ウェブ・サイトなど多くの方法で投資家とコミュ
ニケーションをとる。これら全てのコミュニケーション方法は SASB スタンダードを使用するた
めの適切な媒体となり得る。
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SASB についての誤解 (続き)

新興的な慣行として、サステナビリティ会計は多くの誤解に直面している

誤解: 企業はそれぞれの業界基準に従い、全てのトピックおよび指標を開示しなければならない

実際: 企業に関連する基準、ビジネス上財政的に重要な開示トピック、および報告する関連指

標を企業は独自に決定する。SASB スタンダード適用ガイダンスでは、企業が SASB 指標を
省略または変更する際に、その理由を開示することを推奨している。

誤解: SASB は企業を評価している

実際: SASB は独立した基準設定機関として、サステナビリティのパフォーマンスについて企
業を格付け、評価をすることはない。

誤解: SASB は上場企業にのみ役立っている

実際: SASB スタンダードでカバーされる課題は財務的ファンダメンタルズと密接に関連してい
るため、SASB スタンダードは上場または非上場企業のいずれにおいても役立ち得る (役立
つ) 。また、SASB スタンダードは株式および債権を含むあらゆる公開または非公開の資産ク
ラスにおいて投資家に使用されている。
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SASB スタンダードの導入



日本における SASB への関与・SASB スタンダードの活用事例
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投資家アドバイザリー・グループのメ
ンバーおよび連盟メンバー

事業会社での使用
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YTD 2020 2019

2018 2017

2016 2015

各地域における SASB スタンダードの参照数の推移（～2019）

企業による使用が増加
多くの先進企業が投資家とのコミュニケーションを促すために SASB スタンダードを使用している

Updated March 2020

• 600超 2019年における参照企業数

• 62% アメリカ以外を本拠地とする

参照の状況から将来の SASB スタンダードの利用の広がりが予測できる

23

2019年における

SASB スタンダード

の参照数

アメリカ以外
62%

アメリカ
38%

2018年以降に SASB スタンダードを参照した企業数: 317 (2020年6月30日現在)

中東・アフリカ

ラテンアメリカ、カリブ海地域

アジア太平洋

ヨーロッパ

カナダ

アメリカ



報告媒体
SASB スタンダードは多様な媒体と形式で企業報告に活用されている
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SASB レポート

規制当局への提出

統合レポート

サステナビリティ・レポート



企業向けの SASB 実施入門書
実用的なヒント、重要な問題、市場への洞察を含むインタラクティブ・ツール

5/14/2020 © SASB25

重要な検討事項:

Visit:  sasb.org/implementation-primer

財務上重要なサステナビリティ情報に対する投資家の需要が高まるに

つれて、企業はもはや “なぜ？” ではなく “どのように” という質問をして

いる。

SASB 実施入門書はその答えを提供している。

基礎の確立
適切なツールの
選択

開示媒体の
決定

SASB スタン
ダードの理解

報告準備状
況の評価

情報開示の
発展

継続的な改善の
実現



SASB エンゲージメント・ガイド
SASB は企業と投資家の焦点が一致し、建設的な対話を促進する
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SASB エンゲージメント・ガイドは財務上重要な

サステナビリティ・リスクと機会について投資家

とポートフォリオ企業の焦点をより一致させた
有意義な対話を促進する。

SASB エンゲージメント・ガイドは株主を主要な

対象として設計されているが、取締役会、上級
管理職、IR担当などの企業で特定の役割を担

う人が、進化する投資家の期待を理解し、建設
的な対話に備えるのにも役立つ。

SASB エンゲージメント・ガイドは SASB ナレッジ・ハブで利用可能である。 (the SASB Knowledge Hub at 

sasb.org/knowledge-hub/ )

https://www.sasb.org/knowledge-hub/


ウェビナーケース・スタディ
ケース・スタディは毎年
収集および発行される

先進的な投資家のベスト・プラクティス
SASB の ESG Integration Insights は SASB スタンダードの使用に関するケース・スタディを
提供している
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ESG Integration Insights は SASB ナレッジ・ハブで利用可能である。 (the SASB Knowledge Hub at 

sasb.org/knowledge-hub/ )

https://www.sasb.org/knowledge-hub/


SASB マテリアリティ・

マップ

TCFD 実務ガイド

日本語の既存の SASB リソース
さらに多くの翻訳されたリソースが近日公開予定である
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全ての翻訳されたリソースは JPX ナレッジ・ハブで利用可能となる。

COMING SOON: 77の

SASB スタンダード、

SASB スタンダード適用ガ

イダンス、導入手引き




