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Overview
世界の人口増に伴う資源消費や環境へのインパクトの

増大を背景として、気候変動、水、生物多様性、食糧、人権

といった課題はますます深刻化すると予測されています。

これを背景として、企業には、単に法律を遵守するにとどまらず、

世界のサステナビリティ課題の解決に対して積極的な役割を果たす

ことが期待されています。こうした期待に背くことは、投資家、消費者／

顧客、従業員、地域社会といったステークホルダーから次第に背を向け

られることにつながりかねません。また、サステナビリティ課題の解決に

自らがどのように貢献できるかを検討する中で、あらたなビジネス機会が

特定されることもあります。

企業には、自らが取り組むべき重要なサステナビリティ課題を特定し、

対応方針を策定し、目標を設定し、モニタリングを行い、実績について

ステークホルダーに対して適切で信頼に足る報告を行うことが、これまで

以上に求められています。

KPMGあずさサステナビリティは、長年の実務経験を通じて蓄積した

知見や専門性に基づき、企業がサステナビリティ課題に対応するための

各フェーズにおいて、クライアントを効果的・効率的にサポートします。
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3. KPMGのSustainability Servicesのグローバルネットワーク

2.多様な専門性

1.豊富な実務経験に裏付けられたサステナビリティ
課題やインダストリーに関する理解

countries

 60

years

60
professionals

2050
companies

KPMGあずさサステナビリティは、過去20年間、多様な業種の

企業に対する保証業務やアドバイザリー業務の提供を通じ、

さまざまなサステナビリティ課題やインダストリーについて

実務経験に基づく深い理解を蓄積してきました。当社が豊富

な経験を有していることは、50社以上のサステナビリティ

レポートに対して保証業務を行っていることにも表れてい

ます。KPMGあずさサステナビリティは、豊富な実務経験と

インダストリーの知識に基づき、クライアントを効果的・効率的

にサポートします。

KPMGあずさサステナビリティは、KPMGのSustainability Servicesの

コアプラクティスとして、60ヵ国をカバーするグローバルネットワークを

通じ、業務における連携や方法論の開発・共有を日常的に行っているだけ

でなく、Global Center of Excellenceを通じ、サステナビリティの分野に

おける最先端の動向に関する情報を共有しています。KPMGあずさサステ

ナビリティは、このネットワークを通じ、グローバルな体制でクライアントを

サポートすることができます。

「サステナビリティ」の分野は、環境、安全、人権など幅広く、少数のプロフェッ

ショナルがそのような幅広い領域をカバーすることは困難です。KPMGあずさ

サステナビリティは、東京事務所と大阪事務所で総勢60名以上の幅広い専門

性や経験を持つプロフェッショナルを擁しており、クライアントの幅広いサス

テナビリティ課題への対応を支援することが可能です。

Why KPMG?
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Report

－ ギャップ分析／ベンチマーキング
－ 方針策定支援
－ 重要課題特定支援
－ KPI・目標設定支援
－ 気候シナリオ分析支援
－ 人権関連アドバイザリ
－ CSR調達体制構築・運用支援
－ RBA対応支援サービス
－ 環境・社会インパクト定量化支援

－ 人権関連アドバイザリ
－ CSR調達体制構築・運用支援
－ RBA対応支援サービス
－ サステナビリティ情報の管理の高度化支援
－ 環境・社会インパクト定量化支援
－ 環境デューデリジェンス支援
－ 環境・安全コンプライアンス調査

－ 気候シナリオ分析支援
－ サステナビリティ報告支援
－ CDP質問書回答支援
－ ESG評価向上支援

－ サステナビリティレポート保証業務
－ 温室効果ガス排出量検証  

－ 紛争鉱物関連保証業務

Assure

Monitor & Evaluate

Analyze, Plan & 
Implement

Our 
Services
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特定の基準とのギャップ分析やリーダー企業・競合他社とのベンチマーキングを実施し、
情報開示や取組における改善点を特定します。

全般的なサステナビリティ方針や個別のサステナビリティ課題に関する方針の策定を支
援します。方針策定支援

ギャップ分析／
ベンチマーキング

事業やバリューチェーンの特性、業種固有の事業環境、ステークホルダーの関心・懸念事
項等を考慮し、重要なサステナビリティ課題の特定を支援します。重要課題特定支援

特定された重要なサステナビリティ課題を踏まえ、進捗をモニタリングするための指標
（KPI）や「いつまでにどこまで到達すべきか」という目標の設定を支援します。KPI・目標設定支援

気候変動リスク・機会の特定、キードライバーとビジネスインプリケーションの特定、気候
シナリオの作成、それぞれのシナリオにおけるインパクトの検討を支援します。気候シナリオ分析支援

国内外の現地調査等を通じて獲得した豊富な知見に基づき、人権方針の策定、人権
デューデリジェンスの仕組みの構築と実施、人権取組に関する開示を支援します。人権関連アドバイザリ

RBA基準などのツールを利用し、サプライチェーンCSRリスク管理に関する方針の策定、
体制やリスク評価・モニタリングの仕組みの構築、能力開発を支援します。CSR調達体制構築・運用支援

RBAのSAQの回答を支援します。また、RBA認定監査人資格保持者による模擬監査を
通じ、RBA基準とのギャップを特定し、改善のための方策を提案します。RBA対応支援サービス

環境・社会データ収集のためのグローバルルールの整備の支援、情報の信頼性確保のため
の内部統制の整備の支援を通じ、サステナビリティ情報の管理の高度化を支援します。

サステナビリティ情報の
管理の高度化支援

直接の操業やサプライチェーンで生じている環境・社会インパクトの定量化を通じ、
「外部不経済」が将来的に内部化された際に大きなリスクとなりうる領域の特定を支
援します。

企業の戦略や中長期的なビジョンに即した社会的価値創造を実現するという観点から、
サステナビリティ報告プロセス全般にわたる支援を提供します。

気候変動質問書、ウォーター質問書およびフォレスト質問書への回答の作成を支援し
ます。

財務諸表監査で培われた保証技術と、個々の専門家が有する保証の対象となる情報に関
する専門的知識をベースに、サステナビリティ情報に対する第三者保証を実施します。

DJSI（RobecoSAM）、FTSE4Good、MSCIなどのESG評価を向上させるため、各評価
に応じた現状分析、課題特定及び回答・開示支援等を行います。

環境・社会インパクト
定量化支援

M&Aに際して、工場等の土壌・地下水汚染、アスベスト、PCB、環境関連法令の遵守
状況などについて、デスクレビュー、Q&A、サイトビジットなどを通じて調査し、報告し
ます。

工場等を訪問し、適用される環境・労働安全衛生関連の法令の遵守状況を調査するとと
もに、法令遵守の仕組みの継続的改善のための助言を提供します。

環境デューデリジェンス支援

環境・安全
コンプライアンス調査

サステナビリティ報告支援

CDP質問書回答支援

サステナビリティレポート
保証業務

ESG評価向上支援

サービスライン名 概　　要

LBMAやLPPMのレスポンシブルソーシングプログラムなど、紛争鉱物に関連する制度に
基づいて作成される年次レポートに対して保証業務を実施します。

東京都や埼玉県の排出量取引制度、環境省のASSET制度など、各種制度が規定するガイ
ドラインに従って温室効果ガス排出量を検証します。

紛争鉱物関連保証業務

温室効果ガス排出量検証
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代表取締役　

足立　純一
E: junichi.adachi@jp.kpmg.com

大阪オフィス　東京オフィス　
アドバイザリー事業部　

アシュアランス事業部

KPMGあずさサステナビリティ株式会社

〒100-8172
東京都千代田区大手町1丁目9番7号
大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
TEL : 03-3548-5303

home.kpmg/jp/sus

〒541-0048
大阪市中央区瓦町3丁目6番5号
銀泉備後町ビル
TEL : 06-7731-1304

Contact us

ここで紹介するサービスは、公認会計士法、独立性規則及び利益相反等の観点から、提供できる企業や提供できる業務の範囲等に一定の
制限がかかる場合があります。詳しくはKPMGあずさサステナビリティ株式会社までお問い合わせください。

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私た
ちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限
りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査
した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。
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代表取締役

斎藤　和彦
E:kazuhiko.saito@jp.kpmg.com

パートナー　
齋尾 浩一朗
E:koichiro.saio@jp.kpmg.com
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パートナー

猿田　晃也
E:teruya.saruta@jp.kpmg.com

ディレクター

土屋　大輔
E:daisuke.tsuchiya@jp.kpmg.com

パートナー

山田　岳
E:takeru.yamada@jp.kpmg.com

取締役　
松尾　幸喜
E:yukinobu.matsuo@jp.kpmg.com

ディレクター　
家弓　新之助
E:Shinnosuke.kayumi@jp.kpmg.com




