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第4回 KPMGジャパン サステナビリティセミナー 
『Sustainableな未来に向けた企業経営』 

―中長期的な企業価値創出とESG― 
       
  
 

主催：KPMGあずさサステナビリティ株式会社 

ごあいさつ 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼

申し上げます。 

KPMGあずさサステナビリティでは、毎年「Sustainableな未来に向けた企業経営」と題したセミ

ナーを、上場企業の経営企画、広報・IR、CSR、財務担当の役員、および実務担当者の方々を

対象に開催いたします。 

「スチュワードシップ・コード」、通称「伊藤レポート」に続き、本年6月1日から「コーポレートガバナ

ンス・コード」が適用開始となり、株主との建設的な対話が本格化することが期待されています。

また先ごろ、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が公的機関として初めて国連の「責任

投資原則」に署名し、ESG投資に向け舵を切ったことは記憶に新しいところです。これらを契機

に、株主をはじめとするステークホルダーとの対話の素地として、ESGへの対応を含め、企業価

値の源泉を多面的に報告・開示し、企業の競争力につなげていくことが改めて問われています。 

このような潮流を受け、今回のセミナーでは基調講演において、経済産業省 経済産業政策局

産業資金課長 福本拓也氏をお招きし、伊藤レポートやコーポレートガバナンス・コード導入の

背景について、特に中長期的な企業価値向上に資するESGの捉え方、非財務報告の視点につ

いてご講演いただきます。また、投資家サイドがESGのどのような観点を重視し銘柄選定を行っ

ているか、代表的な機関投資家を交えて討論いただきます。  

さらに後半では、ESG／サステナビリティの視点を革新的な製品やサービスの開発にも取り入

れ、社会課題の解決への寄与や競争力の向上に繋げようとされていることについて、花王様か

らご紹介いただきます。 

ご多忙の折とは存じますが、内容をご高覧いただきご参加賜りますようご案内申し上げます。  

敬具 

プログラム  

13：00 受付開始 

13:30 – 13:35 開会挨拶 

13:35 – 14:25 基調講演 

伊藤レポート、コーポレートガバナンス・コード導入  
―持続的な成長と中長期的な企業価値向上について― 

経済産業省 経済産業政策局産業資金課長  福本 拓也 様 

14:25 – 15:55 パネルディスカッション   

機関投資家から見たESG         

野村アセットマネジメント（株） 執行役 専務  猿田 隆 様 

ニッセイアセットマネジメント（株） チーフ・コーポレート・ガバナンス・オフィサー 
株式運用部担当部長 ICGN理事  井口 譲二 様 

KPMGあずさサステナビリティ（株） シニアマネジャー  加藤 祥子  

15:55 – 16:10 休憩 

16:10 – 16:55 事例紹介   

サステナビリティ活動の推進による、企業価値の向上 

花王（株） コーポレートコミュニケーション部門 サステナビリティ推進部長  畑中 晴雄 様 

16:55 – 17:30 まとめ 

長期的視点の投資家が注視するESG評価 

KPMGあずさサステナビリティ（株） 代表取締役 船越 義武 

開催概要 
開催日時 

2015年11月12日（木） 13：30-17：30 
（13:00～受付開始） 

会場 

丸ビルホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒100-6307 
東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル7階 

• JR東京駅 丸の内南口 徒歩1分 

• 地下鉄丸ノ内線 東京駅 直結 

• 地下鉄千代田線 二重前駅 直結 

定員 

200名 
定員になり次第、締め切りとさせていただきます

ので、あらかじめご了承ください。 

対象 

上場企業の経営企画、広報・IR、CSR、

財務担当の役員、および実務責任者様 

受講料 

無料 

申込方法 

下記のお申込みサイトから、お申込み下さいます
ようお願いいたします。 

 

 

開催の1週間前までに「受講票」をeメールにて 
お送りいたします。  

 

http://www.kpmg.com/jp/esg-20151112 

http://www.kpmg.com/jp/esg-20151112


講師紹介 

経済産業省 経済産業政策局産業資金課長  福本 拓也（ふくもと たくや） 様   

1996年通商産業省に入省。通商政策、流通政策等の政策立案・実施に従事。2001年より2003年までロンドン大学にて、経済学修士
号（MSc）および経済哲学修士号（MSc）を取得。帰国後、経済産業省にてASEAN諸国との経済連携協定交渉を担当。2006年より 
中小企業の経営・再生支援や海外進出支援、地域振興政策に取り組む。2008年より2012年にかけて、EU本部が立地するベルギー・
ブリュッセルに勤務。在欧日本企業の代表組織である「在欧日系ビジネス協議会」の事務局長として、EUの環境・エネルギー規制や
会社政策等、欧州の政策立案に対する日本企業の情報収集や意見発信を支援。2012年7月より企業会計室長として、企業会計 
基準や情報開示、企業の社会的責任等を担当。「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係構築～」 
プロジェクト（伊藤レポート）、「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」等に携わる。2015年7月より現職。 

野村アセットマネジメント（株）執行役 専務 猿田 隆 （さるた たかし） 様   

1984年3月慶応義塾大学商学部卒業。同年4月住友信託銀行入行。年金運用部、総合運用部等を経て、2004年6月に投資企画部統
括主任調査役。 
2004年11月に野村アセットマネジメント（株）入社後、投資顧問企画部長、同社のアジア運用拠点であるノムラ・アセット・マネジメント 
シンガポールリミテッド社長を経て、2010年4月に執行役員、2013年4月に常務執行役員に就任。2014年4月より現職。 
現在、運用調査本部、トレーディング本部、マルチ・マネージャー本部を統括するほか、運用に係る投資戦略を協議、決定する投資
政策委員会委員長およびESG、投資先とのエンゲージメント（目的をもった対話）、議決権行使に関する事項を協議、決定する責任投
資委員会委員長を担当。 
日本証券アナリスト協会 運営委員会委員長、東京証券取引所 市場運営委員会委員、大阪取引所 市場運営委員会委員。日本証券
アナリスト協会検定会員。 

ニッセイアセットマネジメント（株） チーフ・コーポレート・ガバナンス・オフィサー（Head of Corporate Governance） 
株式運用部担当部長  ICGN（International Corporate Governance Network）理事  井口 譲二（いぐち じょうじ） 様  

1988年、大阪大学経済学部卒業。日本生命入社後、ニッセイ基礎研究所でマクロ経済予測業務に従事。2000年、ニッセイアセットマ
ネジメントに入社。金融・素材セクターのアナリスト、投資調査室長を経て現職。ICGN理事（2015～）、日経アニュアルレポート審査委
員（日経新聞2007～）、「ICGN監査・会計委員会」委員（2014～）、統合報告書「翻訳レビュー作業部会」委員（2014）、IIRC実務研究会
（2014～）、日本証券アナリスト協会企業会計委員（2012～）、企業会計基準委員会専門委員（企業結合）（2012～）、IR優良企業表彰
委員（日本IR協議会2012～）、企業報告研究会企画委員（経産省プロジェクト2013～）、情報開示基盤事業WS委員（環境省）（2014
～）、なでしこ銘柄選定基準委員会委員（2014～）、「持続可能性を巡る課題を考慮した投資に関する検討会」委員（環境省2015～）、
年金ＳＲＩ研究会委員（年金シニアプラン総合研究機構、2013）、等を務める。主な著書に、『財務諸表利用者はIR情報をどう評価する
か』（企業会計、2013年7月号）、『非財務情報（ＥＳＧファクター）が企業価値に及ぼす影響』（証券アナリストジャーナル、2013年8月
号）、『ストーリーのあるコーポレートガバナンス』（商事法務、2014年4月15日号）、『スチュワードシップとコーポレートガバナンス： 
二つのコードが変える日本の企業・経済・社会』（共著、東洋経済、2015年1月）。『コーポレートガバナンス・コードの実践』（共著、日経
BP、2015年4月）、『機関投資家のコーポレートガバナンス・コードに対する期待』（商事法務、2015年5月25日号） 

KPMGあずさサステナビリティ（株） シニアマネジャー 加藤 祥子 （かとう しょうこ）  

ボストン大学大学院国際関係学・国際環境政策修士課程修了。CSR調達、人権DD、環境、品質等のマネジメントシステムやコンプラ
イアンスプログラムの構築・導入、およびサステナビリティレポートの非財務情報開示等の支援を提供。主な執筆協力に、「CSRマネ
ジメント導入の全て」（東洋経済新報社）「図解よくわかるCSR」（日本実業出版社）がある。 

 

花王（株） コーポレートコミュニケーション部門 サステナビリティ推進部長 畑中 晴雄（はたなか はるお） 様 

一橋大学商学部経営学科卒業。平成5年3月 花王化粧品販売（株）に入社。東京第二地区埼玉リージョン、販売企画部、チェーンス
トア部企画グループ。花王カスタマーマーケティング（株）化粧品部門 常駐店グループ、経営企画部門 グローバル一体運営推進室、
カスタマーコミュニケーショングループ。2014年12月より花王（株）コーポレートコミュニケーション部門 サステナビリティ推進部 部長。 

 

KPMGあずさサステナビリティ（株） 代表取締役  船越 義武 （ふなこし よしたけ） 

ロンドン大学大学院（University College London）環境経済学修士課程修了。平成13年9月朝日監査法人（現あずさ監査法人）に入所。
製造業、商社、金融業、運輸業など幅広い業種のサステナビリティレポート等の非財務情報開示を支援、CSR目標設定およびKPI策
定支援、ISO26000の導入支援、その他サステナブル経営に関連するアドバイザリー業務に13年携わっており、KPMGジャパン 統合
報告アドバイザリーグループのメンバーでもある。主な著書に、「競争優位を確立するためのCSR活動とマネジメント体制」（企業研究
会 ビジネスリサーチ）、「途上国におけるCSR調達 競争力を高める責任あるサプライチェーンマネジメント」（リスクマネジメント協会 
Research Papers）など。 
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お問合せ先 

KPMGあずさサステナビリティ株式会社 
  
担当 ： 沼尻 
T ： 03-3548-5303 
E ： sustainability@jp.kpmg.com 
 
kpmg.com/jp/sus 

内容および講師等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 
ご提供いただく個人情報につきましては、弊社のHPに掲載している個人情報保護方針
（https://www.kpmg.com/jp/ja/pages/privacy.aspx）をご覧ください。 


