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ＧＲＩガイドラインＧ４の概要について、前編となる前回はＧ４の全体的なイメージおよびそ

の基本的な考え方について、ガイドラインから読み取れる主要な事項についてまとめまし

た。後編となる今回は、Ｇ４のなかで最もボリュームがあり具体的な報告内容を示している

標準開示の概要および統合報告との関係含めた今後の企業報告の方向性などについて

述べたいと思います。

なお、本稿は、用語や解釈について筆者の仮訳を基礎としており、今後、発行が予定さ

れている正式な和訳文が出るまでの速報的な位置づけです。したがって、さらなる理解に

当たっては、予定されている正式な和訳文もしくは原文をご参照ください。

標準開示の内容

サステナビリティ報告書において開示される具体的な情報である標準開示には、

「General Standard Disclosures（一般的な標準開示）」と「Specific Standard Disclosures

（特定の標準開示」という 2 つの異なるタイプが設定されています。

General Standard Disclosures（一般的な標準開示）

一般的な標準開示は 7 つのパートに分けられ、サステナビリティ報告書を作成するすべ

ての組織に適用されます。組織は選択した準拠性オプションによって要求される標準開

示を識別します。なお、該当する項番の内容については原文をご参照ください。
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内容 該当項番

戦略と分析 後に続く詳細な報告に対して文脈を提供するため

に、組織のサステナビリティに関する一般的で戦略

的な観点を提供する。報告書のほかのパートにおい

て提供される情報に関して記述される場合、内容の

単純なサマリーではなく、戦略的な内面を提供す

る。

G4-1～2

組織プロフィール 後に続く詳細な報告に対して文脈を提供するため

に、組織の特徴に関する概観を提供する。
G4-3～16

識別された重要側

面とバウンダリー

組織が報告書の内容や重要な側面の識別およびバ

ウンダリーを定義するために従ったプロセス、ならび

にそれらに関する変更の概観を提供する。

G4-17～23

ステークホルダー

参画

報告期間における組織のステークホルダーエンゲー

ジメントの概観を提供する。この開示は報告書の作

成目的のために管理されたエンゲージメントによっ

て制限されてはならない。

G4-24～27

報告書のプロフィ

ール

当該報告書、GRI CONTENT INDEX、および外部

保証への対応に関する基礎的情報の概観を提供す

る。

（GRI CONTENT INDEX についてはフォーマットが

示されるとともに、選択した準拠性オプショごとに一

般的な標準開示と特定の標準開示それぞれに求め

られている記載事項示されています。）

G4-28～33

ガバナンス 以下の概観を提供する。

・ガバナンス構造およびその構成

・設定された組織の目的、価値および戦略における

最高統治機関の役割

・最高統治機関の権能およびパフォーマンス評価

・リスクマネジメントにおける最高統治機関の役割

・サステナビリティ報告における最高統治機関の役

割

・経済、環境および社会パフォーマンス評価におけ

る最高統治機関の役割

・報酬とインセンティブ

G4-34～55

倫理と誠実性 以下の概観を提供する。

・組織の価値、原則、基準および規準

・倫理的で合法な行動に関する助言を求める内部

的および外部的なメカニズム

・非倫理的あるいは非合法的な行動や誠実性にか

かわる問題に関する懸念を報告するための内部的

および外部的なメカニズム

G4-56～58



Specific Standard Disclosures（特定の標準開示）

ガイドラインは、経済、環境および社会の 3 カテゴリーに関する標準開示をオーガナイズ

し、社会のカテゴリーは、さらに労働慣行と適正な業務、人権、社会および製造責任の 4

つのサブカテゴリーに分けられています。

今回の改定ではマテリアリティへのフォーカスが重視されています。サステナビリティ報告

書は、そのインパクトが組織によって重要であると識別された側面に関する情報を表現し

ますが、重要な側面とは、組織の重要な経済、環境および社会的インパクトを反映するも

のであり、あるいは実質的にステークホルダーの分析と決定に影響するものです。

組織は、報告原則にしたがって、重要な側面とこれらのバウンダリーを識別し、識別され

た重要な側面を報告する情報は、マネジメントアプローチの開示（Disclosure on

Management Approach：ＤＭＡ）および指標として開示されることになります。

ガイドラインにおけるカテゴリーと側面 （原文 p44.TABLE5 より作成）

カテゴリー 経済 環境

側面 経済的パフォーマンス

市場での存在感

間接的な経済的影響

調達活動

原材料

エネルギー

水

生物多様性

排出物

漏洩と廃棄物

製品およびサービス

遵守

輸送

総合

サプライヤーの環境調査

環境に関する苦情メカニズム

カテゴリー 社会

サブカテゴリー 労働慣行と公正

な労働条件

人権 社会 製造責任

側面 雇用

労使関係

労働安全衛生

研修および教育

多様性と機会均

等

男女間における

報酬の平等性

労働に関するサ

プライヤー調査

労働に関する苦

情メカニズム

投資

無差別

結社と団体交渉

の自由

児童労働

強制労働

保安慣行

先住民の権利

調査

サプライヤーの

人権調査

人権に関する苦

情メカニズム

コミュニティ

腐敗防止

公共政策

不正競争の防止

遵守

社会影響に関す

るサプライヤー調

査

社会影響に関す

る苦情メカニズム

顧客の安全衛生

製品およびサー

ビスのラベリング

マーケティングコ

ミュニケーション

顧客のプライバ

シー

遵守



‐マネジメントアプローチの開示（Disclosure on Management Approach：ＤＭＡ）

組織は、ＤＭＡによって、組織がどのように現実のあるいは潜在的に重要な経済、環境お

よび社会的なインパクトを識別し、分析し、対応するのかについて記述情報を提供し、ま

た、指標によって報告されるパフォーマンスに関する文脈を提供する必要があります。

ＤＭＡは、特定のマネジメント活動を報告するためにそれぞれの側面に備えられ、重要な

側面に対する組織の対応を説明する必要があります。組織は、あるＤＭＡを示した情報

が一般的な標準開示における重要な側面を識別したバウンダリーをカバーしているかどう

かについて報告しなければなりません。

ガイドラインにおいて G4-DMA として示されている具体的な内容は以下のとおりです。

a.当該側面が重要である理由およびそのインパクト

b.重要な側面とそのインパクトに関するマネージの方法

c.マネジメントアプローチの評価

‐Ｉｎｄｉｃａｔｅｒｓ（指標）

指標は、組織が関係する重要な側面の経済、環境および社会的なパフォーマンスあるい

はインパクトに関する情報を与えます。組織は、ある指標を示した情報が一般的な標準開

示における重要な側面を識別したバウンダリーをカバーしているかどうかについて報告し

なければなりません。

今改訂では、特にサプライヤーにおける取り組みに関する指標が多く盛り込まれています

が、これは、サステナビリティ問題の多くが組織単独での解決が難しいことを改めて認識

したことによる対応と考えられます。

指標および関係するガイダンスは、先に示した「ガイドラインにおけるカテゴリーと側面

（原文 p44.TABLE5 より作成）」に示される各側面について具体的に提供されていますが、

その詳細については、原文 pp.47-83 をご参照ください。

外部者による保証

GRI は、外部者による保証を推奨していますが、それはガイドラインに準拠するための要

求事項ではありません。外部者による保証について、ガイドラインは以下の 3 つのセクシ

ョンで記述しています。

・準拠性オプション－報告書が外部の保証を受けている場合、外部保証報告書とともに

組織の準拠性オプションに関する声明を要求している。

・G4-33－外部保証を求めることに関する方針と現在の取り組みについての情報を要求し

ている。



・G4-32（GRI Content Index）－報告書が外部の保証を受けている場合、外部保証報告

書へのリファレンスを要求している。

レポート内容の決定プロセス

ガイドラインは末尾において、サステナビリティ報告書を作成する際に記載内容をどのよう

に決定するのかについての具体的なイメージを提供するために、下表のようにその手順

を 4 つのステップに分けて示しており、報告実務の参考になるものと思われます。

ステップ 1

識別

（Identification）

・GRI 側面リストおよびそのほかの利害に関するトピックを考慮す

る。

・Sustainability Context および Stakeholder Inclusiveness の原則

を適用する。

・インパクトがどこで発生するかを識別する。

・側面および関連があると見なしたトピックス、ならびにそれらの

バウンダリーをリストアップする。

ステップ 2

優先順位づけ

（Prioritization）

・Materiality および Stakeholder Inclusiveness の原則を適用す

る。

・分析を結合することによって重要な側面を識別する。

・側面の重要性に関するクライテリアを定義し文書化する。

・識別された各々の重要な側面について、カバー率のレベル、

データ量および開示される記述説明を決定する。

・これらのバウンダリーとカバー率のレベルに沿って、報告書に

含められる重要な側面をリストする。

ステップ 3

評価

（Validation）

・Completeness および Stakeholder Inclusiveness の原則を適用

する。

・識別された重要な側面のリストを上級意思決定権者が承認す

る。

・開示に必要な情報を収集するためのシステムとプロセスを準備

する。

・報告するために識別された重要な側面を DMA と指標の標準

開示に変換する。

・利用可能な情報を決定し、どの情報がマネジメントアプローチと

測定システムを確立する必要があるのかを解釈する。

ステップ 4

レビュー

（Review）

・Sustainability Context および Stakeholder Engagement の原則

を適用する。

・レビューの結果を、次の報告サイクルに向けて Step1

Identification に利用するために使う。



統合報告とサステナビリティ報告の関係

ガイドラインにおいて、サステナビリティ報告は、サステナビリティへの配慮を長期的な利

益に結合させる経済に向けた変化に際し、組織を助けるひとつのプロセスであると説明さ

れており、そのステークホルダーには、組織に投資した者と同様に組織とほかの関係を有

する者も含められるとされています。

ガイドラインは一方で、統合報告を、主に、資本提供者に対して現在および将来の価値

創造にとって重要な鍵となるファクターを統合して再提出するものであり、その作成に当

たっては、サステナビリティ報告の基礎と開示の上に構築され、年次決算書とサステナビ

リティ報告書との単純な結合ではないと述べています。

サステナビリティ報告は、組織の長期的な見通しと財務パフォーマンスにおけるサステナ

ビリティのトレンド、リスクおよび機会のインパクトにフォーカスすることによって、組織の重

要問題、戦略目標および目的の達成と時間を超えた価値創造の能力分析に関する組織

の識別にインプットを提供します。その点において、両報告の目的は異なるものの、サス

テナビリティ報告は統合報告のプロセスにとって根本であると考えられています。

企業開示の方向性

統合報告の出現によって、従来からの財務報告やサステナビリティ報告との関係が注目

されています。今後、制度化の動きや情報技術の進歩に伴う開示媒体や開示時期の多

様化が絡んで、企業報告はどう変わっていくのでしょうか。

私見ですが、いまのところ、財務報告の統合報告化が見え始めた一方で、財務資本提供

者向けの統合報告とマルチステークホルダー向けのサステナビリティ報告という流れは、

組織内の担当部署の違いもあってまだ続くのではないかと考えています。

一方、これまでサステナビリティ報告はいわゆる社会報告として認識されてきましたが、今

回のＧ４では、組織の戦略や目標、ビジネスモデルといった経営の根幹とサステナビリテ

ィとの関係づけが強調されており、サステナビリティ報告が統合報告に近づいているように

見えます。両者の関係は、想定利用者が広く自由度が大きいサステナビリティ報告のあり

方に依存するものと考えられますが、サステナビリティ報告が今後どういった観点を重視

するのかによってはいずれ両者を整理する時期が来るのかもしれません。

そうした報告側の事情とは別に、企業報告を規定するのはやはり情報の利用者です。気

候変動問題の深刻化や資源確保も絡んだ地域の不安定化に伴うビジネスリスクの増大に

伴い、社会システムを公正に機能させ地球環境の制約の中で活動することこそが長期的

な価値とつながるという認識が広がりつつあるのは事実ですが、組織に対して大きな影響

を及ぼす想定利用者である資金提供者のほとんどは、長期的な価値より短期的な利益を

優先する傾向があり、その認識拡大に当たっての課題となっています。



市場外に存在する多くのサステナビリティ事象を制度や規制あるいは税制などを通じてい

かに市場に取り込めるのか。財務報告とサステナビリティ報告をどこまで統合できるのか

は、まさにそこにかかっているといえます。

関連ページ

G4 (GRI ウェブページ) [英語]
https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx
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