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第3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』 
―企業価値を高める非財務情報開示最前線―        
  
 
ごあいさつ 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

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』と題した連続セミナーの開催を通して、日本企業が有す

る強みや長所を将来の企業価値の源泉とし、非財務情報の有用性

の高まりを反映した形でいかに発信し評価するか、というテーマを 

多角的な観点から取り上げてきました。 

第3回を迎える今回のセミナーでは、“Sustainable”な将来を展望 

するにあたり、日本企業が立脚する「歴史」にフォーカスしました。日

本には、創業200年を超えて活躍する企業が今も数多く存在します

が、そのルーツである江戸時代は「持続可能な社会」の先駆的な事

例として近年、再評価されています。今回は、德川宗家十八代当主  

德川恒孝様より、「持続可能な社会～江戸時代にみるサステナビリ

ティ～」と題して、江戸時代における先人の数々の知恵や思想を 

ご紹介いただき、多くの日本企業の底流に流れる「持続可能性」の

精神を再発見していただく機会となれば幸いです。 

主催：KPMGあずさサステナビリティ株式会社 

 

さらに後半では「歴史」を現代に戻し、それぞれ第一線でご活躍の 

実務者の方々にご登壇いただき、企業の持続可能性、ひいては 

企業価値を高めるための、非財務情報開示の最前線についてご紹

介いただきます。 

NPO法人社会的責任投資フォーラム（SIF-Japan）会長 荒井勝様と、

ロイド レジスター クオリティアシュアランス リミテッド（LRQA）経営 

企画・マーケティング グループ 統括部長 冨田秀実様によるパネル

ディスカッションでは、企業価値を高める非財務情報の開示のあり

方について討議いただくとともに、企業報告の先進事例紹介として、

日本郵船株式会社 広報CSRグループ CSR推進チーム長 小杉和枝様

から「NYKレポート2014」における非財務情報の開示について 

ご紹介いただきます。KPMGからは、新たな情報開示の潮流になり

つつある、統合的思考に基づく非財務情報の開示について最新 

動向を解説します。 

ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席賜ります

よう、ご案内申し上げます。 

敬具 

 

 

 

 

 

講師紹介  

基調講演 『持続可能な社会～江戸時代にみるサステナビリティ～』  
2014年9月24日（水）13:35～14:25 

（公財）德川記念財団理事長、德川宗家十八代当主 
昭和39年學習院大学政経学部卒業、同年日本郵船（株）入社後、同社取締役、米国日本郵船会長兼CEO、日本郵

船（株）代表取締役副社長を経て、平成14年同社顧問就任。 

【公職および主要な団体活動】 
平成15年（財）德川記念財団設立 理事長就任。現在（公財）WWF世界自然保護基金ジャパン会長、（公財）斯文会

会長、（公社）東京慈恵会会長など。 

【主要著書】 
「江戸の遺伝子」（PHP研究所）、「The Edo Inheritance」（「江戸の遺伝子」英語版（公財）国際文化会館）、「日本人

の遺伝子」（PHP研究所） 

とくがわ  つねなり 

德川 恒孝 様  
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開催概要 

開 催 日 時 2014年9月24日（水）  
13:30～17:40 （13:00受付開始） 

会 場 

経団連会館 2階 国際会議場 
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-2  
東京メトロ「大手町」駅下車 C2b出口直結 

定 員 
250名  
※申込者多数の場合は先着順とさせていただき 

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 
※同業他社、コンサルティングファームなどの方 

からのお申込みはご遠慮いただいております。 

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。 

http://sus.kpmg.or.jp/sus-20140924  
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://sus.kpmg.or.jp/privacy.html）をご覧ください。 

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 持続可能な社会 ～江戸時代にみるサステナビリティ～ 
（公財）德川記念財団理事長 

德川宗家十八代当主 德川 恒孝 様 

14:25～15:45 パネルディスカッション 企業価値を高める非財務情報の開示のあり方 
NPO法人 社会的責任投資フォーラム（JSIF）会長 

荒井 勝 様 

ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド （LRQA） 
経営企画・マーケティング グループ 統括部長 

冨田 秀実 様 

15:45～16:00 休憩（15分）  

16:00～16:45 事例紹介 日本郵船株式会社 「NYKレポート2014」 ―Taking a Step Forward― 
日本郵船株式会社 広報CSRグループ CSR推進チーム長 

小杉 和枝 様 

16:45～17:35 講演 統合的思考に基づく非財務情報の開示 

 KPMGジャパン 統合報告アドバイザリーグループ パートナー 齋尾 浩一朗 

 KPMGあずさサステナビリティ（株）代表取締役  パートナー 船越  義武 

17:35～17:40 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。 
※自然災害等が発生した場合には開催を延期または中止する場合がございます。 
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プログラム詳細 講師紹介 

基調講演 
13:35～14:25 

持続可能な社会 ～江戸時代にみるサステナビリティ～  
 

※詳細は、表紙（1枚目）をご覧ください。 

德川 恒孝 （とくがわ つねなり） 様 
（公財）德川記念財団理事長、德川宗家十八代当主 

パネル 
ディスカッション 
14:25～15:45 

企業価値を高める非財務情報の開示のあり方 

パネルディスカションで構成する本セッションでは、冒頭で、日本における社会的責任投資の普及・発展を牽引する

SIF-Japan荒井様より、企業価値評価における非財務情報の有用性の高まりについて解説いただき、非財務情報

の開示等の枠組みという観点からは、各種ガイドライン等の策定経緯や最新動向について、ISO26000など国際

的ガイダンスの策定に豊富な知見を有しておられるLRQA冨田様よりご紹介頂きます。後半は、ご来場いただく皆

様の抱える疑問や課題などを随時、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、企業価値を高める非

財務情報の開示のあり方について議論を深めていきます。 

荒井 勝 （あらい まさる） 様 
NPO法人 社会的責任投資フォーラム（JSIF）会長 

慶應義塾大学商学部卒業、カイロ・アメリカン大学アラビア科終了 

FTSE4Good政策委員会メンバー、CDP Japanアドバイザリーグループ委員、エコステージ協会第三者評価

委員。1972年大和証券入社、サウジアラビア駐在、大和ANZインターナショナル（オーストラリア）社長など

を経て、1992年大和証券投資信託委託入社。運用業務に従事し、取締役兼専務執行役員運用本部長な

どを務め、2012年顧問を退任。2003年より責任投資にかかわる。 

2003年投資信託協会業務部会長。GRIガイドライン第3次改訂作業に投資家諮問委員会メンバーとして参

加。2008/09年環境省「環境金融普及促進調査検討会」委員。2012/13年環境省「環境に配慮した事業活

動の促進に関する検討会」委員。 

冨田 秀実 （とみた ひでみ） 様 
ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド（LRQA）  
経営企画・マーケティング グループ 統括部長 

東京大学工学部物理工学科卒業、プリンストン大学工学部化学工学修士修了 

1988年ソニー株式会社入社後、中央研究所、欧州環境センター（ドイツ）、環境戦略室室長を経て、2003
年のCSR部発足当初から統括部長を約10年務める。2005年から、ISO26000（社会的責任）開発のワー

キンググループで、コミュニケーションを担当するタスクグループ（TG2）の座長就任、2006年より、GRI本
部の技術諮問委員会（TAC）委員を務め、GRIのガイドラインの技術的なレビューにかかわる。 

2013年2月より、LRQAジャパンで経営企画・マーケティンググループ統括部長。 

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

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。 
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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 

講演 
16:45～17:35 
 

統合的思考に基づく非財務情報の開示 

長期的視点からの企業評価要素として、非財務情報の重要性が高まり、また開示の高度化も求められてい
ます。その中で、中長期的な経営方針や事業戦略に基づく企業価値向上策をステークホルダーの視点も加
味して総体的に発信するという、統合的思考に基づく情報開示が注目されています。本セッションでは、①
「国際統合報告フレームワーク」の解説や、②SASB等の非財務情報開示ガイドラインの概念整理に加え、③
今秋発表予定のDJSIによる企業評価結果への考察をご紹介します。非財務情報の高度化の道筋をお示しで
きればと思います。 

齋尾 浩一朗 （さいお こういちろう） 
KPMGジャパン  統合報告アドバイザリーグループ パートナー 

関西学院大学経済学部卒業 
大手監査法人を経て、2007年あずさ監査法人入所。 主に東証1部上場の会計監査に従事するとともに、

2010年8月よりIFRS事業部（現アカウンティングアドバイザリーサービス事業部）にて、IFRS導入支援、内

部統制構築支援業務に従事し、2012年7月よりKPMGジャパン 統合報告アドバイザリーグループを兼務。 
統合報告関連業務にも従事し、 現在日本公認会計士協会統合報告開示専門部会部会長、IIRC対応会議

委員を兼務。 主な著書、寄稿『実務Q&A資産除去債務と環境債務』（日本経団連出版、2009年）、『コーポ

レートコミュニケーションの新潮流 －統合報告に求められるものとは－』（ペトロテックJUL.2013 VOL.36 
NO.6 7）他多数。 

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

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。 

プログラム詳細 講師紹介 

事例紹介 
16:00～16:45 

日本郵船株式会社「NYKレポート2014」 ―Taking a Step Forward― 

日本企業が発行するアニュアルレポートの中で特に優れたものを表彰する「第16回日経アニュアルリポートア

ウォード」特別賞を受賞した日本郵船（株）様より、長期的視点に立った企業報告についてご紹介いただきます。 

小杉 和枝 （こすぎ かずえ） 様 
日本郵船（株） 広報CSRグループ CSR推進チーム長 

清泉女子大学英文別科卒業 

昭和57年4月、日本郵船（株）入社後、東京支店、平成元年4月定航第二部東亜課、平成7年6月自動車船

第1グループプロジェクトチーム、平成10年10月セミライナーグループアフリカ・南米東岸チーム、平成13年
10月物流グループ国内物流チーム、平成17年4月（株）NYKシステム総研出向、平成20年9月NYKロジス

ティックスジャパン出向（平成22年10月より、郵船ロジスティクス（株））、平成25年10月広報CSRグループ

CSR推進チーム、平成26年4月よりチーム長、現在に至る。 
 




