
サステナビリティ特集コラム

環境・CSR 報告の方向性
－環境報告ガイドライン 2012 年版の公表に際して－

（シリーズ第４回） 環境・CSR 報告の現状とニーズ

㈱あらたサステナビリティ認証機構 寺田 良二

前回までは、今改訂の主な内容について紹介してきたが、今回と次の最終回では、

環境・CSR 報告の拡大と有用化に向けた考察を行なう。今回は、環境・CSR 報告の

現状と課題を整理し、同報告の有用性を向上させる鍵となる利用者のニーズを探る。

環境・CSR報告の現状

環境・CSR報告は、企業の状況や取組を評価することによって企業の環境配慮や

CSR行動を促進することが主な役割の一つであり、その役割を果たすためには、企

業の相対評価が有力な手段となる。企業を相対的に評価するには、環境・CSR報告

を行なう企業が相当数必要であり、加えて、報告される情報が一定の考え方に従った

比較可能なものであることが前提となるが、現状はどうであろうか。

１．環境・CSR報告の開示企業数

企業間や業界間比較による相対的な評価を可能とするためには、まず、開示企業の

絶対数が必要である。環境・CSR報告書の開示は、環境省の調査1によれば、平成

18年度までは順調に増加し、その後はほぼ横ばい状態で 1,000 社程度が公表して

おり、一見、開示社数は安定的に見える。

現状においても、相対評価を行なうに足る数の企業が開示を行なっており、また各業

界の上位企業のほとんどは開示を行なっているが、平成 22年度の開示社数 1,068

1 環境省が毎年実施している「環境にやさしい企業行動調査」（平成22年度）。東京、大

阪、名古屋の各証券取引所の１部、２部上場企業2,384 社及び従業員数500 人以上の

非上場企業4,293 社、合計6,677 社を対象とし、各社の平成22 年度における取組につ

いて平成23 年9 月～10 月にかけてアンケート調査を実施。
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社は、環境省調査への有効回答 2,923 社の 36.5％に過ぎず、調査対象とされた大

企業全体が 6,677 社であるのに比べると、開示企業の増加の余地はまだ大きいとい

える。

２．開示事項、報告範囲及びデータの算定方法の統一性

適正な相対評価のためには、開示される情報が一定の考え方にしたがって作成され

ることが不可欠である。記載事項や関連データ項目は、環境省ガイドラインを基礎に

ある程度の共通性がみられるが、その構成や重点項目（活動）も異なっており、また

事業内容や事業環境の差異によって記載事項が各社で一致するとは限らない。また、

記載事項が同じでも、情報が組成される物理的経済的環境の違いから、データを単

純に比較することができないこともある。

一方、現状の環境・CSR報告は、そういった個別事情の差異以前に、基本的な要件

である報告対象範囲やデータの算定方法が統一されていない。この点については、

改訂されたガイドラインにおいても指摘されているほか、日本公認会計士協会による

研究報告2でも指摘されており、比較可能性が阻害されることで報告の有用性が損な

われていると考えられる。

少なくとも、報告に関するこれらの基本要件が統一されていれば、記載事項の違いを

考慮しつつ報告をもとに意思決定は可能であるが、この報告を基礎として何か重要

な意思決定を行うというレベルには至っていないのが現状であろう。

環境・CSR報告に対する具体的なニーズ

１．利用者ごとに想定される情報ニーズ

では、報告対象範囲や算定方法等が統一され、各社の報告書が基本的な比較可能

性を持った場合、どのような情報ニーズに応えられるのか。以下で、利用者ごとに想

定されるニーズをまとめてみた。

2日本公認会計士協会経営研究調査会研究報告第 42 号「CSR 情報の比較可能性に関

する考察－阻害要因とその解消に向けて－（中間報告）」について（2010 年 08 月 09 日

公表）



想定利用者 想定される環境・CSR情報へのニーズ

顧客 製品サービス選択の直接的な判断情報として

・ 安全性、安心感

・ 遵法性、倫理性

・ 省資源性、耐久性

・ 省エネ性、温暖化対策

製品サービス選択の間接要因としての企業イメージの形成材料として

・ 企業としての環境・CSR に関する全体状況

・ 企業としての取組状況

サプライヤー 安心できる取引先かどうかの判断情報として

・ 公正取引に関する取組状況

・ 国際イニシアティブへの参加状況

取引先からの要求レベルを認識するための情報として

・ 環境・CSR調達の方針、取組

・ サプライヤー監査の実施状況と結果

投資家 短期的な投資判断情報として

・ 主力製品サービスに潜在する規制リスク

・ 主力製品サービスに関する競合との環境性能、安全性能の差

・ 主力市場あるいは進出先における重要な環境や CSR問題の存在

・ 重要な環境汚染、関連訴訟の存在

・ 重要な CSR関連訴訟の存在

・ バリューチェーンに潜在する資源・エネルギー、人権問題等のリスク

・ 先進的な環境技術の開発

・ 上記に関する財務情報

中長期な投資判断情報として

・ 先進的な環境技術の研究

・ 環境や社会問題に関する戦略、方針、事業計画との関連

・ 長期的なリスクヘッジのための環境 CSRへの取組状況

金融機関 貸倒リスク及び融資拡大可否の判断情報として

・ （投資家と同様）

従業員（潜在的従

業員含む）

就労継続の判断情報として

・ 物理的な労働環境

・ 雇用条件（給与水準、分配率、拘束時間、勤務地等）

・ キャリアアップ支援（研修、業種や勤務地選択の自由等）

・ 福利厚生の状況

・ 多様性への取組状況

同業者 ライバルの強みと弱みの認識材料として

・ 環境・CSR問題と関連する事業リスク

・ 環境・CSR問題解決に資する技術や事業に関する情報

ライバルの取組の認識情報として

・ 環境・CSR問題への取組内容及び関連コスト情報

・ 情報開示の状況



想定利用者 想定される環境・CSR情報へのニーズ

規制当局 産業界及び個別業界における環境・CSR に関する課題の発見と政策立案の

基礎情報として

・ 個別の環境負荷の状況と取組状況

・ 個別の CSR課題の状況と取組状況

地域住民 地域環境問題の認識と対応の基礎情報として

・ 汚染物質の排出状況

・ 使用物質の安全性情報

・ 主な環境設備

・ 問題発生時の対応方針、連絡先の有無

NGO・メディア クリティカルな立場での企業分析、業界分析の基礎情報として

・ 環境負荷や CSR課題の状況

・ 環境負荷や CSR課題に関する認識と対応方針及び取組

・ 環境負荷や CSR課題が及ぼす地域や地球環境への影響

・ 上記に関する業界内のポジション

２．経営者への役立ち

一方、経営者からすれば、こうした多様な情報収集と開示に関する手間はコスト要因

であるが、これらの情報から従来の経営指標ではわからなかった多くの経営実態を

浮かび上がらせることが可能となるだろう。

経営者にとって、環境・CSR報告を構成する多様な情報は、自社の状況を多面的に

示すことによってこれまで見え難かったリスクを明らかにするとともに、新たな事業機

会を獲得できるチャンスともなる。また一方で、その信頼性ある開示は、社会に対する

企業の誠実性や信用を向上させ、ビジネスのやり易さにもつながるはずだ。

経営者にとっての

役立ち

環境 CSR に関わるリスクと機会の認識として、自社の強みと弱みの認識材料

として、また経営資源配分の判断資料として

・ 自社事業が及ぼす環境・CSR問題と関連する事業リスク

・ 環境・CSR問題解決に資する自社の事業や活動

・ 環境・CSR問題への対応コスト

・ 投資家や従業員等の重要なステークホルダーの関心事

信頼性のある開示によって誠実なイメージや信用を獲得する

３．「規範」としての改訂ガイドライン

以上述べたように、環境・CSR報告に対する社会のニーズは多様であり、財務や事

業に直接関連するものもあればそうでないものもある。一見すると、こうした報告が結

果として社会にどのように役立つのか理解しにくいが、そもそも、財務という一面のみ

で企業を評価することに限界があったからこそ環境・CSR報告が求められ、さらに統



合報告の検討が始まった経緯を再認識する必要がある。私たちは、環境・CSR報告

を役立てる方法をもっと考えなければならない。

企業報告はどのようなものであっても、評価の基礎となる情報は客観的で比較できる

ものでなければならない。そのためには、各開示主体が一定の「規範」にしたがって

報告を行うことが必須となり、環境省の環境報告ガイドラインは、現時点では国内企

業にとって最有力の候補であることは間違いないだろう。

（最終第５回に続く。最終回は、統合報告と環境・CSR報告の関係、及び環境・CSR

報告の方向性について。）

以 上

「環境報告ガイドライン（2012 年版）」 平成 24年 4月 環境省

http://www.env.go.jp/policy/report/h24-01/index.html
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