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KPMG IMPACT

KPMG IMPACTは、地球が直面している最大の課題に対処し、
今日及び未来の世界に現実的でポジティブな“IMPACT”を
及ぼすべく、業界最先端の実務やリサーチ、そして信頼できる
ソリューションをご提供するために、世界中に在籍する経験
豊富な専門家を繋いだグローバル組織です。

KPMG IMAPCTを通じ、我々は「目的ある成長」をお届けする
ことを目指します。
クライアントの皆様の目標達成とESG課題の解決を、我々
KPMGが一丸となってサポートすることで、あらゆるコミュ
ニティが成長、繁栄していけると信じています。

よりサステナブルでレジリエントな
未来構築のためのグローバルな専門組織
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KPMG IMPACT f ive Pi l lars

Overview

1 ESGと
サステナビリティ

ビジネス環境における新たな変化に対する
クライアントの理解と適用を促進。

責任ある持続可能な戦略、ビジネスモデル、
業務プロセスと投資戦略の構築を支援。

• ESG戦略
• ESGリスクマネジメント
• エシカルサプライチェーン
（人権を含む、例：紛争鉱物）

• 循環経済

2 経済的・
社会的発展

政府、多国籍企業、民間企業、その他の
開発機関と協業。

インパクトを計測し、脆弱性を軽減し、
経済発展を可能にすることで、社会のより
公平な成長を支援。

• ターゲット投資のモデリング
• パブリックサービスの提供
（ヘルスケア、教育システム、
持続可能なインフラ）

• 強靭なサプライチェーンと
物流マネジメント

3 持続可能な
ファイナンス

ESG（環境・社会・ガバナンス）のKPIを、
責任ある投資、資金調達、保険、コーポ
レートファイナンス戦略やプロセスに融合。

• 責任ある投資
• 責任あるバンキング、資本市場
• 責任ある保険
• 責任あるコーポレートファイナンス
• 責任あるパブリックファイナンス

4 気候変動と
脱炭素化

気候変動に伴うクライアントの炭素排出
の提言に資するビジネスモデル、商品や
サービスの開発を促進。

• 気候変動リスク
• 再生可能エネルギー
• 炭素と温室効果ガス排出
• 気候変動とグリーンファイナンス
• 政策・法制

5 インパクトの
計測、保証、報告

非財務情報のより良いトラッキングと計測
のための方法論、ツール、フレームワーク
を実現。

• True Value

• インパクトの計測とレポーティング
• TCFDと気候変動リスクの
レポーティング

• サステナビリティの保証業務
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KPMG IMPACT
five Pi l lars

KPMGが認識する
クライアントの主な課題

1 ESG and Sustainability

ESGとサステナビリティ

KPMGが認識する課題

ESG戦略

レジリエントな経営を実現するためには、自社を
取り巻くESG課題を特定し、その課題解決に向けた
取組みを経営戦略として推進していく必要があり
ます。
そのためにはESGの機会・リスクをそれぞれ特定
するとともに、特定した機会・リスクが自社の
事業ポートフォリオにどう影響するか、評価を
行うことが重要です。その上で投資領域を定め、
サステナブルな新しいビジネスモデルへの転換
といった戦略的な取組みが必要となります。

クライアントの課題

中期経営計画や事業計画における
ESGファクターの組込み

ESGの観点からみたビジネスモデルの
再構築や事業ポートフォリオの評価

ESGに関する取組みの定量化（KPI）と
経営管理プロセスへの組込み

ESGリスクマネジメント

ESGに関するリスクは企業のバリューチェーンの
いたるところに存在しています。ESGリスクを
特定し適切に対処していくことは、経営リスクの
低減につながり、企業価値の持続性を高めます。
人権、紛争鉱物、賄賂といったサプライチェーン
におけるリスクやグループ会社や子会社に内在
するリスクをESGの各視点から特定、対処して
いく体制構築が不可欠です。その実効性を高める
ための取締役会におけるESGリスク管理のあり方
も問われています。

クライアントの課題

サプライチェーンにおけるESGリスク
の評価と対応（気候変動・人権・責任
ある鉱物調達等）

ESG関連規制のモニタリングと対応

グループガバナンス・子会社の
モニタリングの強化

取締役会の実効性の評価と確保
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2
Economic
and Social Development

経済的・社会的発展

KPMGが認識する課題

パブリックサービス

ESG課題は民間レベルのみならず、国家レベルで
の対応が要求されます。特に、発展途上国での
ESG課題の解決は、経済発展そのものに直結します。
国内でも、行政が国際標準・規制動向を把握し、
ESGに取組むうえで適切な環境を整備する必要性
が高まっています。
それぞれの国・地域が抱えるESGに関する機会と
リスクを特定し、行政・民間・国際機関等が協働
して対応することで、ESG課題の解決と経済発展
の両立を図っていく必要があります。

クライアントの課題

国別・地域別のESGに関する規制環境
の把握

ESG投資の市場・経済インパクトの推計

公的金融の活用等を通じたESG投資
支援策の検討

公共セクターのスマートシティ計画
策定、実現に資する政策検討・実行

責任ある投資・バンキング

持続可能な社会を実現するためには、投資する
側・クレジットを供与する側にも投資や与信判断
においてESG視点を盛り込むことが求められます。

クライアントの課題

PRI（国連責任投資原則）等の国際的な
枠組みやスチュワードシップ・コード等
への対応と体制構築

PRB（国連責任銀行原則）やエクエーター
原則等への対応と体制構築

3 Sustainable Finance

持続可能なファイナンス

責任あるコーポレートファイナンス

持続的な成長に向けた資金を確保するのにあたり、
企業はよりESGを意識したファイナンスを行う
ことが求められます。ESG課題の対応への欠如は
投資家からのダイベストメントにも直結する
可能性が高まっており、ESG投資家を意識した
ファイナンス戦略が重要です。

クライアントの課題

ESG格付向上・ESG指数組みに向けた
体制整備・情報開示

グリーンボンド・サステナブルボンドの活用

KPMGが認識する課題
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4
Climate Change
and Decarbonization

気候変動と脱炭素化

KPMGが認識する課題

気候変動リスク

ESGのうち、気候変動は最も差し迫ったリスクと
して地球規模での対応が求められています。特に
気候変動リスクが高い企業においては、脱炭素に
向けた戦略的な取組みを加速し、事業ポートフォ
リオを再構築することが求められています。その
ためには効率的かつ高精度なGHGの排出量の算定
やシナリオの評価、脱炭素戦略の推進が必要です。

クライアントの課題

脱炭素化に向けたシナリオ分析（TCFD）、
事業ポートフォリオの評価

カーボントラッキングにおける
デジタル技術の活用

脱炭素化戦略の推進（石炭火力の
ダイベスト／コーポレートPPAの対応／
グリーン電力調達の活用）

インターナルカーボンプライシング
の仕組み構築

再生エネルギーの活用と評価

気候変動リスクを考慮したリスク
管理体制の構築

インパクトの計測と報告

ESGへの取組みを企業価値評価に正しく反映する
ためには、投資家に対して、その内容を定性・定量
の両観点から報告することが求められています。
定性面では ESG戦略を事業戦略に統合して
ストーリー性をもって提示すると同時に、定量面
では財務情報と非財務情報を関連付けて提示する
ことが必要です。
また、社会的インパクトについて定量的に示して
いくことも重要性が増しています。

5
Measurement,
Assurance and Reporting

インパクトの計測、保証、報告

KPMGが認識する課題

クライアントの課題

統合報告書の作成

TCFDに則った気候変動シナリオの
分析と開示

社会的インパクトの計量化

報告書に対する保証体制の構築
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知野 雅彦
パートナー

KPMGジャパン
アドバイザリー統轄／

クライアント＆マーケット統轄 専務理事

足立 純一
パートナー

有限責任あずさ監査法人
アカウンティング・アドバイザリー・サービス（AAS）事業部長

KPMGあずさサステナビリティ株式会社 代表取締役

関口 美奈
マネージング・ディレクター

有限責任あずさ監査法人
アドバイザリー企画部エネルギー・インフラ事業室室長
KPMGジャパン KPMG IMPACT プロジェクトリーダー
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Contact us
有限責任あずさ監査法人

KPMGジャパン KPMG IMPACT プロジェクト

E: JP-FMAZ-JapanImpactTeam@jp.kpmg.com
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