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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、「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

を対象に開催しています。第2回目となる本セミナーにおいては、投融資の視点から見たESG
（環境・社会・ガバナンス）という非財務情報の有用性の高まりに焦点を当てたセミナーを開催

することとなりましたので、ご案内申し上げます。 

本セミナーでは、（株）日本政策投資銀行 環境・CSR部長 竹ケ原 啓介 氏とMSCI Inc. 
エグゼクティブ･ディレクター 内 誠一郎 氏によるパネルディスカッションを通じて、企業の資

金調達への影響や社会的責任投資の対象要素となっている非財務情報の有用性の高まりを 
討議いただくとともに、企業報告の先進事例紹介として、伊藤忠商事（株）IR室長 中島 聡 氏

から「アニュアルレポート2013」における情報開示についてご紹介いただきます。KPMGからは、

世界の先進企業によるサステナビリティ報告の最新トレンドを報告するとともに、非財務情報

開示の高度化へのポイントを解説します。 

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 

開催概要 
開催日時 

2014年4月10日（木） 13:30～17:20  
（13:00～受付開始） 

会場 

サピアタワー5階 501AB 
〒100-0005 
東京都千代田区丸の内1-7-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• JR東京駅日本橋口直結  
新幹線日本橋口改札徒歩1分、 
八重洲北口改札徒歩2分 

• 東京メトロ東西線大手町駅B7出口直結 

定員 

150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、および実務担当者の方々 

受講料 

無料 

プログラム  
13：00 受付開始 

13:30 - 13:35 開会挨拶 
13:35 - 14:05 講演   サステナビリティ報告の最新トレンド 

－KPMGによる国際調査と日経225銘柄調査の報告－  
KPMGあずさサステナビリティ（株） 代表取締役社長 斎藤 和彦 

14:05 - 15:20 パネル 
ディスカッション     

評価認証型融資及びESG投資の最前線           
（株）日本政策投資銀行 環境・CSR部長 竹ケ原 啓介氏  

MSCI Inc. エグゼクティブ・ディレクター 内 誠一郎 氏 

15:20 - 15:35 休憩 
15:35 - 16:25 事例紹介   「Brand New Deal 2014 アニュアルレポート2013」 

における情報開示 
伊藤忠商事（株） IR室長 中島 聡 氏 

16:25 - 17:15 
 

講演   非財務情報開示の高度化への道筋 
KPMGあずさサステナビリティ（株） 取締役 船越 義武 

17:15 - 17:20 閉会挨拶   

※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。 

お申込方法 
お申込みはホームページで受け付けております。下記URLよりお申込みください。 

http://www.kpmg.com/jp/0410-sus 
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。 
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（http://www.kpmg.com/jp/ja/pages/privacy.aspx）をご覧ください。 
 

第2回 KPMGサステナビリティセミナー 
『Sustainableな未来に向けた企業経営』 
―投融資の視点から見た企業評価の新たな潮流― 

主催：KPMGあずさサステナビリティ株式会社 



プログラム詳細 講師紹介 

講演 
13:35 - 14:05 

サステナビリティ報告の最新トレンド －KPMGによる国際調査と日経225銘柄調査の報告－ 
KPMGの国際調査（サステナビリティ報告の動向）および日経225社の構成銘柄の企業を対象としたサステナビリティ報告調査の 
結果に基づき、世界と日本におけるサステナビリティ報告の傾向を紹介し、世界のリーディング企業と比較した日本企業の課題を 
解説します。 

KPMGあずさサステナビリティ（株） 代表取締役社長 パートナー  斎藤 和彦 （さいとう かずひこ） 
早稲田大学法学部卒業、ヨーク大学（英国）環境経済学修士課程修了 
平成14年4月、朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）に入所。平成16年4月、あずさサスティナビリティ株式会社（現KPMGあずさサステナビリ
ティ株式会社）設立に伴い、出向。幅広い業種のCSRレポートの第三者保証業務のほか、関連するアドバイザリー業務に携わっている。日本公認会計
士協会 サステナビリティ保証専門部会メンバー。主な著書（共著）に、「紛争鉱物規制で変わるサプライチェーンリスクマネジメント」（KPMG／あずさ 
監査法人）、「ピークウォーター：日本企業のサプライチェーンに潜むリスク」（KPMG and Trucost）などがある。 

パネル 
ディスカッション 

14:05 - 15:20 

「評価認証型融資」及び「ESG投資の最前線」 企業のESGの取組みに対する外部評価の動向 
本パネルディスカッションの前半では、環境経営、事業継続マネジメント、健康経営の側面からの企業評価を「評価認証型融資」という
形で融資に反映されている（株）日本政策投資銀行様での、非財務情報評価の意義と課題、評価軸設計の考え方、代表的な評価事例
についてご紹介いただき、投資という観点からは「MSCIサステナビリティインデックス」におけるESG評価の考え方と仕組みについて、
MSCI lnc.様での実例をご紹介いただきます。後半は、「セレクトボタンシステム」により、ご来場いただく皆様の抱える課題等を随時 
ディスカッションに反映しながら進める参加型の形式で、非財務情報の有用性について議論を深めていきます。 

（株）日本政策投資銀行 環境・CSR部長  竹ケ原 啓介 氏 （たけがはら けいすけ） 
一橋大学法学部卒業  
平成元年4月、日本開発銀行（現（株）日本政策投資銀行）入行後、政策企画部、調査部、フランクフルト首席駐在員等を経て、平成21年事業開発部
CSR支援室長、平成23年5月より環境・CSR部長就任、現在に至る。公職：内閣官房「環境未来都市推進委員会」委員、環境省「環境成長エンジン 
研究会」委員、環境省「環境情報の利用促進検討委員会」委員 他。主な著書に「責任ある金融」（共著、金融財政事情研究会）、「ドイツ環境都市 
モデルの教訓」（共著、エネルギーフォーラム）、「環境格付－環境金融の情報基盤－」（編著、金融財政事情研究会）  他。 

MSCI Inc. エグゼクティブ・ディレクター  内 誠一郎 氏 （うち せいいちろう）  
早稲田大学大学院ファイナンス研究科修士課程修了 
東京証券取引所で上場･決済･調査関連部署およびニューヨーク事務所で勤務、スタンダード＆プアーズでアジア地域のインデックス･マーケティング
を担当後、平成22年9月MSCI Inc. 入社。訳著に「株価指数の徹底活用術」（東洋経済新報社）。証券アナリストジャーナル等の専門誌にベンチマーク
等に関する寄稿論文多数。また、日本リアルオプション学会評議員として、日本経済新聞「経済教室」欄など、主にプロ・スポーツをテーマとしたファイナ
ンス学術論文を執筆。 

KPMGあずさサステナビリティ（株） 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。 

事例紹介 
15:35 - 16:25 

「Brand New Deal 2014 アニュアルレポート2013」における情報開示 
日本企業が発行するアニュアルレポート（年次報告書）の中で、特に優れたものを表彰する「日経アニュアルリポートアウォード」で 
最優秀賞を受賞された伊藤忠商事（株）様より、アニュアルレポートにおける情報開示の狙い・意義についてご紹介いただきます。 

伊藤忠商事（株） IR室長  中島 聡 氏 （なかじま さとし）  
東京大学文学部卒 
昭和62年4月、伊藤忠商事（株）入社後、為替証券部、平成2年8月伊藤忠英国会社（実務研修生）、平成4年8月経理部経理総括課、平成8年11月 
伊藤忠中南米会社（パナマ駐在：中南米総支配人席兼務）、平成14年7月伊藤忠シェアードマネジメント（株）出向（兼 経理部）、平成18年4月業務部
平成22年5月財務部財務企画室長を経て、平成25年5月よりIR室長に就任し、現在に至る。 

講演 
16:25 - 17:15 

非財務情報開示の高度化への道筋 
非財務情報開示の主要なガイドラインであるGRIガイドライン（G4ガイドライン）と統合報告フレームワークに加え、米国の
Sustainability Accounting Boards（SASB）の開示要請に関する最新動向を解説し、非財務情報開示の高度化に向けたポイントを
紹介します。 

KPMGあずさサステナビリティ（株） 取締役 パートナー  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（現有限責任 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12年
間携わっている。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 
TEL ： 03-3548-5303 
e-Mail ： sustainability@jp.kpmg.com 
 
kpmg.com/jp/sus 
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