
ＣＳＲコミュニケーション

ＣＳＲに関する情報発信の全体像と方針 ＣＳＲ関連資料

GRI内容索引 第三者意見・第三者意見を受けて

社外からの評価
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ステークホルダーの皆さまに当社グループのＣＳＲの取組みをご理解いただくため、以下のツールを用いて
情報発信しています。掲載内容は、社会的に開示要請の高い項目と、当社グループのＣＳＲ重点課題を中心
とした重要な項目の二軸の観点で、透明性高く、積極的かつ公正に報告するよう内容を吟味・検討していま
す。

「統合レポート2017」は、当社グループの概要、業績および経営戦略などをステークホルダーの皆さま
にわかりやすくご理解をいただくことを目的に作成しており、保険業法第271条の25および同施行規則第
210条の10の2に基づいて作成したディスクロージャー誌です。また、2014年度から、国際統合報告評議
会（IIRC︓International Integrated Reporting Council）が公表した「国際統合報告フレームワーク」を参
照し、財務・非財務両面の実績や戦略などの要素を記載した「統合報告書」として発行しています。
「ＣＳＲコミュニケーションレポート2017」およびホームページ「ＣＳＲ」は、当社グループのＣＳＲ
経営ビジョン、方針、計画や活動進捗を報告し、取組みを継続的に向上させるためのコミュニケーショ
ン・ツールです。

「ＣＳＲブックレット2017」は、当社グループのＣＳＲの取組みの一部をわかりやすく簡潔に紹介して
います。

ＣＳＲに関する情報発信の全体像と方針

ＣＳＲに関する情報発信の全体像と方針

アクセシビリティの改善を目指し、ＣＳＲコミュニケーションレポート2017の内容を、PDF冊子だ
けでなく、全面的にホームページ「ＣＳＲ」で情報発信しています。

※
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「ＣＳＲコミュニケーションレポート2017」の特徴は大きく以下のとおりの5点です。

1. ＣＳＲを通じた企業価値向上に向けた取組み
トップコミットメントでは、グループCEO取締役社長の櫻田謙悟が最高意思決定者として、企業価値向上
に向けた取組みや、これからの成長ストーリーなどを述べています。また、価値創造プロセスを提示し、
サステナブルな社会とグループの成長を実現するプロセスを示しています。

2. 「持続可能な開発目標（SDGs）」への取組み
2015年9月に国連サミットにて採択された、2030年までの「持続可能な開発目標（SDGs）」について当
社グループの取組みや、市民セクターの代表であるIIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］代表者
兼ソシオ・マネジメント編集発行人の川北秀人氏と、経団連企業行動・ＣＳＲ委員長/損保ジャパン日本
興亜 代表取締役会長の二宮雅也の対談を掲載しています。

3. 社会の最新動向や当社の特徴を活かした3つの「特集」
深刻化する「気候変動」問題に関する取組みについて、また、「安心・安全・健康のテーマパーク」への
トランスフォーメーションを通じた新たな価値創造に寄与する「介護・ヘルスケア」「デジタル戦略」に
ついて特集を設け、IIHOEの川北氏との対談を掲載しています。

4. ステークホルダー・エンゲージメントを通じた取組み
当社グループは、多様なステークホルダーとのコミュニケーションが、社会的課題を認識し、信頼関係と
協働関係を構築し、より大きな成果を生み出すための重要な取組みであると考えています。本レポートで
は、2016年4月に公表した、グループＣＳＲ重点課題の見直しのプロセスで、ステークホルダーの皆さま
からいただいたご意見に対する進捗や課題を報告し、また、上記2.、3.のとおり、有識者との対談などを
実施し、報告しています。

5. 情報開示の信頼性向上に向けた取組み
当社は情報開示に際しさまざまな国際的ガイドラインを参考としており、特に本レポートは、GRI(Global
Reporting Guideline)スタンダードの中核(Core)オプションに準拠して作成されています。
また、当社では、ＣＳＲに関する報告書の第三者意見の取組みが一般的ではなかった2001年度から、
IIHOEの川北氏から「第三者意見」をいただき、継続的な取組みの向上につなげています。第三者意見を
執筆いただくにあたっては、主要部門へのヒアリングも実施し、当社のＣＳＲの取組みを包括的かつ詳細
に把握いただいています。また、2012年度からは温室効果ガス（GHG）の排出量について第三者機関に
よる保証を受け、年々その対象となるグループ会社の範囲を拡大するとともに、2016年度は欠勤による
総損失日数についても保証を受け、透明性の高い情報開示に努めています。

また、以下のとおり、実績や今後の方針を掲載しています。
「グループＣＳＲ重点課題」別に当社グループの取組みのPDCAをわかりやすく伝えるため、基本的な考
え方、マネジメント体制、CSR-KPI（重要業績評価指標）、主な取組み、今後に向けての方針・計画を掲
載しています。
「ESG（環境・社会・ガバナンス）情報インデックス」を設け、サステナブルな社会の実現に貢献する主
な商品・サービス一覧を掲載し、また、主要ESGデータは、当社および当社の主要な連結子会社の実績を
経年で比較しやすいように集計し、具体的なデータをあげて報告するよう努めています。
「主な取組み」では、ステークホルダー別に構成し、社会的課題の解決に向けた具体的な活動内容を紹介
しています。

「ＣＳＲコミュニケーションレポート2017」の特徴
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ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社、国内外のグループ会社および財団。一部、事業会社の代理店および
それらの全国組織の取組みを含みます。

原則として2016年度（2016年4月～2017年3月）。最新の状況をお知らせする目的で直近の活動についても
掲載しています。

年1回

前回 2016年9月 
今回 2017年7月 
次回 2018年7月（予定）

報告対象組織

報告対象期間

ＣＳＲコミュニケーションレポートの公表頻度

ＣＳＲコミュニケーションレポートの公表時期

ＳＯＭＰＯホールディングス　CSRコミュニケーションレポート2017 169



●GRI(Global Reporting Initiative)スタンダード  
●ISO 26000（社会的責任の国際規格）
●SDG Compass︓SDGsの企業行動指針－SDGsを企業はどう活用するか－
●環境省「環境報告ガイドライン2012年版」
●ISO 14064-1（組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び報告のための仕様並びに手引）
●NSC「サステナビリティ報告ガイドライン SPI報告解説書」
●国連グローバル・コンパクトの10原則
●国連「ビジネスと人権に関する指導原則（ラギー・フレームワーク）」
●日本経団連「企業行動憲章」および「企業行動憲章」実行の手引き（第6版）

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 ＣＳＲ室 
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 
E-mail︓csr@sompo-hd.com
TEL︓03-3349-3000（代表）

ＣＳＲに関する情報発信は、当社グループの経営方針や計画などに基づいた将来予測が含まれています。こ
れらは記述した時点で入手できた情報に基づいて作成しているものです。したがって、実際の業績や活動計
画は、将来の経営環境によって影響を受ける可能性があります。

情報発信にあたり参考としたガイドラインなど

*

「CSRコミュニケーションレポート2017」は、GRI(Global Reporting Initiative)スタンダードの中核*
(Core)オプションに準拠して作成されています。対照表は以下をご参照ください。 
GRI内容索引

企画・編集・お問い合せ先

免責事項
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ＣＳＲ関連資料
ＣＳＲ経営の改善や向上に向けて、ステークホルダーと未来への対話を行うための重要なツールとして、社
会的責任に関する取組みをまとめた報告書「ＣＳＲコミュニケーションレポート」を毎年発行しています。
また、取組みの一部をわかりやすく簡潔に紹介する「ＣＳＲブックレット」を発行しています。

※「CSRコミュニケーションレポート2017」PDF版の掲載は8月下旬を予定しています。最新情報は
「CSR」各ページに掲載しています。

ＣＳＲ

ＣＳＲコミュニケーショ
ンレポート ＣＳＲブックレット バックナンバー
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2016年度

2016年度

※「CSRコミュニケーションレポート2017」PDF版の掲載は8月下旬
を予定しています。最新情報は「CSR」各ページに掲載していま
す。

分割ダウンロード

CSRコミュニケーションレポート

ＳＯＭＰＯホールディングスＣＳＲコミュニケーションレポート
2016（本編）( PDF/3,221KB)

SOMPOホールディングス ＣＳＲコミュニケーションレポー
ト2016（別冊）-取組み事例集-(     PDF/4,457KB)
ＧＲＩガイドライン対照表

目次、編集方針／会社概要( PDF/523KB)

トップコミットメント( PDF/342KB)グ

ループの概要( PDF/298KB)

2015年度の主要実績( PDF/353KB)ＣＳ

Ｒマネジメント( PDF/747KB)

重点課題1 防災・減災への取組み( PDF/283KB)

重点課題2 健康・福祉への貢献( PDF/235KB)

重点課題3 地球環境問題への対応( PDF/544KB)

重点課題4 よりよいコミュニティ・社会づくり( PDF/364KB)

重点課題5 ダイバーシティの推進・啓発( PDF/271KB)

社外からの評価( PDF/395KB)

ＣＳＲのあゆみ( PDF/375KB)

CSRブックレット

ＣＳＲブックレット2016( PDF/3,558KB)
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http://www.sompo-hd.com/~/media/hd/files/csr/communications/pdf/2016/csrbooklet2016.pdf


2015年度

2014年度

2013年度

2012年度

バックナンバー

損保ジャパン日本興亜ホールディングスCSRコミュニケーションレポート
2015(     PDF/2,570KB)
損保ジャパン日本興亜グループ CSR取組み事例集（CSRコミュニケーションレ
ポート2015 別冊）( PDF/3,791KB)

CSRブックレット2015( PDF/4,520KB)

損保ジャパン日本興亜ホールディングスCSRコミュニケーションレポート
2014(      PDF/4,651KB)
損保ジャパン日本興亜グループ CSR取組み事例集（CSRコミュニケーションレ
ポート2014 別冊）( PDF/3,730KB)

ＮＫＳＪホールディングスCSRコミュニケーションレポート
2013(     PDF/6,875KB)

ＮＫＳＪホールディングスCSRコミュニケーションレポート
2012(     PDF/6,477KB)

詳細はホームページ（http://www.sompo-hd.com/csr/）をご参照ください。
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「CSRコミュニケーションレポート2017」は、GRI(Global�Reporting�Initiative)スタンダードの中核

(Core)オプションに準拠して作成されています。以下に、同スタンダードの⼀般開⽰事項、経済、環境、社

会および⾦融サービス業業種別補⾜⽂書の開⽰要請項⽬について、掲載ページを⽰しています。�

また、⼀般開⽰事項の中核指標については「*」を⽰していますが、中核指標以外の項⽬についてもステー

クホルダーからの開⽰要請が⾼いため、掲載ページを⽰しています。経済、環境、社会の項⽬は、当社グル

ープにとってマテリアルな側⾯（重要だと選定した項⽬）について、掲載ページを⽰しています。�

なお、⼀部、ディスクロージャー誌「ＳＯＭＰＯホールディングス�統合レポート�2017」、第7期�有価証券

報告書・確認書・内部統制報告書�、コーポレート・ガバナンス報告書に詳細を記載している項⽬について

は、該当する資料を⽰しています。

開⽰事項番号

開⽰事項の内容 掲載ページ（または、省略理由）
GRI

スタ

ンダ

ード

G4ガイドラ

イン

組織のプロフィール

102-

1
G4-3 a.�組織の名称

102-

2
G4-4/PR6

a.�組織の事業活動に関する説明�

b.�主要なブランド、製品、およびサービ

ス。特定の市場で販売が禁⽌されている製

品またはサービスがあれば、その説明を含

める。

102-

3
G4-5 a.�組織の本社の所在地

102-

4

G4-6 a.�組織が事業展開している国の数、組織が

重要な事業所を有している国、報告書中に

記載しているテーマに特に関連のある国の

名称

GRI内容索引

⼀般開⽰事項

は「中核」オプションの開⽰事項*

* 企業概要

*

グループ事業

サステナブルな社会の実現に

貢献する商品・サービス⼀覧

* 企業概要

*

海外保険事業
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102-

5
G4-7 a.�組織の所有形態や法⼈格の形態

102-

6
G4-8

a.�参⼊市場（次の事項を含む）�

i.�製品およびサービスを提供している地理

的な場所�

ii.�参⼊セクター�

iii.�顧客および受益者の種類

102-

7
G4-9

a.�組織の規模（次の事項を含む）�

i.�総従業員数�

ii.�総事業所数�

iii.�純売上⾼（⺠間組織について）、純収⼊

（公的組織について）�

iv.�株主資本および負債の内訳を⽰した総資

本（⺠間組織について）�

v.�提供する製品、サービスの量

102-

8
G4-10

a.�雇⽤契約（正社員と臨時雇⽤者）別、男

⼥別の総従業員数�

b.�雇⽤契約（正社員と臨時雇⽤者）別、地

域別の総従業員数�

c.�雇⽤の種類（常勤と⾮常勤）別、男⼥別

の総従業員数�

d.�組織の活動の相当部分を担う者が、従業

員以外の労働者であるか否か。該当する場

合、従業員以外の労働者が担う作業の性質

および規模についての記述。�

e.�開⽰項⽬102-8-a、102-8-b、102-8-c

で報告する雇⽤数に著しい変動（例えば観

光業や農業における雇⽤の季節変動）があ

れば報告する。�

f.�データの編集⽅法についての説明（何ら

かの前提があればそれも含める）

102-

9
G4-12

a.�組織のサプライチェーンの記述。組織の

活動、主要なブランド、製品、サービスに

関するサプライチェーンの主要要素を含め

る。

102-

10

G4-13 a.�組織の規模、構造、所有形態、またはサ

プライチェーンに関して発⽣した重⼤な変

更。例えば、�i.�所在地または事業所の変更

* 企業概要

* グループ事業

*

企業概要

統合レポート2017�P.28-

31（事業戦略�財務・⾮財務ハ

イライト）(

PDF/6,007KB)

* グループの従業員の数

* バリューチェーン

*

グループ事業

統合レポート2017�P.133 （経

理の状況（連結）�1.連結財務
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（施設の開設や閉鎖、拡張を含む）�

ii.�株式資本構造の変化、その他資本の形

成、維持、変更⼿続きの実施による変化

（⺠間組織の場合）�

iii.�サプライヤーの所在地、サプライチェー

ンの構造、またはサプライヤーとの関係の

変化（選択や終了を含む）

102-

11
G4-14

a.�組織が予防原則や予防的アプローチに取

り組んでいるか。またその取り組み⽅。

102-

12
G4-15

a.�外部で作成された経済、環境、社会憲

章、原則あるいはその他のイニシアティブ

で、組織が署名または⽀持したものの⼀

覧。

102-

13
G4-16

a.�業界団体その他の協会、または国内外の

提⾔機関で組織が持っている主な会員資格

の⼀覧

戦略

102-

14
G4-1

a.�組織と持続可能性の関連性、および持続

可能性に取り組むための戦略に関する、組

織の最⾼意思決定者（CEO、会⻑またはそ

れに相当する上級幹部）の声明

102-

15
G4-2 a.�主要な影響、リスク、機会

倫理と誠実性

102-

16

G4-56 a.�組織の価値観、理念および⾏動基準・規

範についての記述

諸表等�16企業結合等関係）(

PDF/6,007KB)

*

トップコミットメント

マネジメント体制

社会への宣⾔イニシアティブ

への参画

重点課題1�防災・減災への取

組み

重点課題3�地球環境問題への

対応

特集1�気候変動へ向けた取組

み

*

社会への宣⾔イニシアティブ

への参画

*

社会への宣⾔イニシアティブ

への参画

* トップコミットメント

グループCSR重点課題の特定

プロセス

トップコミットメント

グループCSR重要課題（グル

ープCSR重点課題ごとの主な

取組み内容）

*

グループ経営理念
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102-

17
G4-57/58

a.�組織内外に設けられている次の制度につ

いての説明�

i.�倫理的⾏為、合法⾏為や組織の誠実性に

ついて求められる助⾔を提供する制度�

ii.�⾮倫理的⾏為または違法⾏為についての

懸念や、組織の誠実性に関する事項の通報

に対処する制度

ガバナンス

102-

18
G4-34

a.�組織のガバナンス構造。最⾼ガバナンス

組織の委員会を含む。�

b.�経済、環境、社会的テーマに関する意思

決定に責任を負っている委員会

102-

19
G4-35

a.�最⾼ガバナンス組織から役員や他の従業

員へ、経済、環境、社会的テーマに関して

権限委譲を⾏うプロセス

102-

20
G4-36

a.�組織が、役員レベルの地位にある者を経

済、環境、社会的テーマの責任者として任

命しているか��

b.�その地位にある者が、最⾼ガバナンス組

織の直属となっているか

102-

21
G4-37

a.�ステークホルダーと最⾼ガバナンス組織

の間で、経済、環境、社会的テーマについ

て協議を⾏うプロセス�

b.�協議が権限移譲されている場合は、誰に

委任されているか、最⾼ガバナンス組織へ

の結果のフィードバックをどのように⾏っ

ているか

102-

22

G4-38 a.�最⾼ガバナンス組織およびその委員会の

構成。次の項⽬別に報告する。�

i.�執⾏権の有無�

ii.�独⽴性�

iii.�ガバナンス組織における任期�

iv.�構成員の他の重要な役職、コミットメン

トの数、およびコミットメントの性質�

v.�ジェンダー�

vi.�発⾔権が低いグループのメンバー�

vii.�経済、環境、社会的テーマに関係する

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

*

マネジメント体制

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス報

告書

マネジメント体制

マネジメント体制

マネジメント体制

マネジメント体制

主要ESGデータ（ガバナンス

に関する情報）

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス報

告書
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能⼒�

viii.�ステークホルダーの代表

102-

23
G4-39

a.�最⾼ガバナンス組織の議⻑が組織の執⾏

役員を兼ねているか否か�

b.�議⻑が執⾏役員を兼ねている場合、組織

の経営におけるその者の役割と、そのよう

な⼈事の理由

102-

24
G4-40

a.�最⾼ガバナンス組織とその委員会のため

の指名・選出プロセス�

b.�最⾼ガバナンス組織のメンバーの指名や

選出で⽤いられる基準。次の事項を含む。�

i.�ステークホルダー（株主を含む）が関与

しているか、どのように関与しているか�

ii.�多様性が考慮されているか、どのように

考慮されているか�

iii.�独⽴性が考慮されているか、どのように

考慮されているか�

iv.�経済、環境、社会的テーマに関する専⾨

知識や経験が考慮されているか、どのよう

に考慮されているか

102-

25
G4-41

a.�利益相反の回避、対処のために最⾼ガバ

ナンス組織が⾏っているプロセス�

b.�利益相反に関する情報をステークホルダ

ーに開⽰しているか、また最低限、次の事

項を開⽰しているか�

i.�役員会メンバーの相互就任�

ii.�サプライヤーその他のステークホルダー

との株式の持ち合い�

iii.�⽀配株主の存在�

iv.�関連当事者の情報

102-

26
G4-42

a.�経済、環境、社会的テーマに関わる組織

の⽬的、価値観、ミッション・ステートメ

ント、戦略、⽅針、および⽬標の策定、承

認、更新に際して、最⾼ガバナンス組織と

役員が果たす役割

102-

27
G4-43

a.�経済、環境、社会的テーマに関する最⾼

ガバナンス組織の集合的知⾒を発展・強化

するために講じた対策

マネジメント体制

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス報

告書

マネジメント体制

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス報

告書

マネジメント体制

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス報

告書

マネジメント体制

マネジメント体制
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102-

28

G4-44 a.�経済、環境、社会的テーマに関する最⾼

ガバナンス組織のガバナンスに関わるパフ

ォーマンスを評価するためのプロセス�

b.�当該評価の独⽴性が確保されているか否

か、および評価の頻度�

c.�当該評価が⾃⼰評価であるか否か�

d.�経済、環境、社会的テーマに関する最⾼

ガバナンス組織のガバナンスに関わるパフ

ォーマンス評価に対応して講じた措置。少

なくとも、メンバーの変更や組織の実務慣

⾏の変化を記載する。

102-

29
G4-45

a.�経済、環境、社会的テーマ、およびその

影響、リスク、機会の特定とマネジメント

における最⾼ガバナンス組織の役割。デュ

ー・デリジェンス・プロセスの実施におけ

る最⾼ガバナンス組織の役割を含む。�

b.�最⾼ガバナンス組織による経済、環境、

社会的テーマ、およびその影響、リスク、

機会の特定とマネジメントをサポートする

ために、ステークホルダーとの協議が活⽤

されているか否か

102-

30
G4-46

a.�経済、環境、社会的テーマに関わるリス

ク・マネジメント・プロセスの有効性をレ

ビューする際に、最⾼ガバナンス組織が担

う役割

102-

31
G4-47

a.�経済、環境、社会的テーマおよびその影

響、リスク、機会に関して最⾼ガバナンス

組織が⾏うレビューの頻度

102-

32
G4-48

a.�組織のサステナビリティ報告書の正式な

レビューや承認を⾏い、すべてのマテリア

ルなテーマが取り上げられていることを確

認する機能を果たしている最⾼位の委員会

または役職

102-

33
G4-49

a.�最⾼ガバナンス組織に対して重⼤な懸念

事項を通知するために設けられているプロ

セス

102- G4-50 a.�最⾼ガバナンス組織に通知された重⼤な

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス報

告書

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス報

告書

マネジメント体制

マネジメント体制

マネジメント体制

マネジメント体制

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス報

告書

コーポレート・ガバナンス
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34 懸念事項の性質と総数�

b.�重要な懸念事項の対処、解決のために使

われた⼿段

102-

35
G4-51

a.�最⾼ガバナンス組織および役員に対する

報酬⽅針。次の種類の報酬について報告す

る。�

i.�固定報酬と変動報酬（パフォーマンス連

動報酬、株式連動報酬、賞与、後配株式ま

たは権利確定株式を含む）�

ii.�契約⾦、採⽤時インセンティブの⽀払い�

iii.�契約終了⼿当て�

iv.�クローバック�

v.�退職給付（最⾼ガバナンス組織、役員、

その他の全従業員について、それぞれの給

付制度と拠出⾦率の違いから⽣じる差額を

含む）�

b.�報酬⽅針のパフォーマンス基準が、最⾼

ガバナンス組織および役員の経済、環境、

社会⽬的にどのように関係しているか

102-

36
G4-52

a.�報酬の決定プロセス�

b.�報酬コンサルタントが報酬の決定に関与

しているか否か、また報酬コンサルタント

が経営陣から独⽴しているか否か�

c.�報酬コンサルタントと組織の間にこの他

の関係がある場合には、そのような関係

102-

37
G4-53

a.�報酬に関するステークホルダーの意⾒を

どのように求め考慮しているか�

b.�考慮している場合、報酬⽅針や提案に関

する投票結果

102-

38

G4-54 a.�組織の重要事業所が所在するそれぞれの

国における最⾼給与受給者の年間報酬総額

コーポレート・ガバナンス報

告書

主要ESGデータ（ガバナンス

に関する情報）

コーポレート・ガバナンス

統合レポート2017�P.83-

84（コーポレート・ガバナン

ス（資料編）�役員報酬決定⽅

針、役員報酬）(

PDF/6,007KB)

コーポレート・ガバナンス報

告書

主要ESGデータ（ガバナンス

に関する情報）

コーポレート・ガバナンス

統合レポート2017�P.83-

84（コーポレート・ガバナン

ス（資料編）�役員報酬決定⽅

針、役員報酬）(

PDF/6,007KB)

コーポレート・ガバナンス報

告書

主要ESGデータ（ガバナンス

に関する情報）

コーポレート・ガバナンス

統合レポート2017�P.83-

84（コーポレート・ガバナン

ス（資料編）�役員報酬決定⽅

針、役員報酬）(

PDF/6,007KB)

コーポレート・ガバナンス報

告書

主要ESGデータ（ガバナンス

に関する情報）
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について、同じ国の全従業員の年間報酬額

の中央値（最⾼給与受給者を除く）に対す

る⽐率

102-

39
G4-55

a.�組織の重要事業所が所在するそれぞれの

国における最⾼給与受給者の年間報酬総額

の増加率について、同じ国の全従業員の年

間報酬総額の中央値（最⾼給与受給者を除

く）の増加率に対する⽐率

ステークホルダー・エンゲージメント

102-

40
G4-24

a.�組織がエンゲージメントしたステークホ

ルダー・グループの⼀覧

102-

41
G4-11

a.�団体交渉協定の対象となる全従業員の⽐

率

102-

42
G4-25

a.�組織がエンゲージメントするステークホ

ルダーを特定・選定する基準

102-

43
G4-26/PR5

a.�ステークホルダー・エンゲージメントを

⾏うための組織のアプローチ⽅法。種類

別、ステークホルダー・グループ別のエン

ゲージメント頻度を含む。また、⾏ったエ

ンゲージメントが、特に報告書作成プロセ

スの⼀環として⾏ったものか否かを⽰す。

102-

44

G4-27/PR5 a.�ステークホルダー・エンゲージメントに

より提起された主なテーマや懸念。次の事

統合レポート2017�P.83-

84（コーポレート・ガバナン

ス（資料編）�役 員報酬決定⽅

針、役員報酬）(

PDF/6,007KB)

第7期�有価証券報告書・確認

書・内部統制報告書�P.10 （第

⼀部�【企業情報】第1【企業

の概況】5【従業員の状況】

(2)提出会社の状況）(

PDF/2,271KB)

主要ESGデータ（ガバナンス

に関する情報）

統合レポート2017�P.83-

84（コーポレート・ガバナン

ス（資料編）�役員報酬決定⽅

針、役員報酬）(

PDF/6,007KB)

第7期�有価証券報告書・確認

書・内部統制報告書�P.10 （第

⼀部�【企業情報】第1【企業

の概況】5【従業員の状況】

(2)提出会社の状況）(

PDF/2,271KB)

*

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

*

主要ESGデータ（社会側⾯に

関する情報）

*

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

*

グループCSR重点課題の特定

プロセス

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

主要ESGデータ（社会側⾯に

関する情報）

*

グループCSR重点課題の特定

プロセス
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項を含む。��

i.�組織がそれにどう対応したか（報告を⾏

って対応したものを含む）��

ii.�主なテーマや懸念を提起したステークホ

ルダー・グループ

報告実務

102-

45
G4-17

a.�組織の連結財務諸表または同等⽂書の対

象になっているすべての事業体の⼀覧�

b.�組織の連結財務諸表または同等⽂書の対

象になっている事業体のいずれかが報告書

の掲載から外れていることはないか

102-

46
G4-18

a.�報告書の内容およびテーマのバウンダリ

ーを確定するためのプロセスの説明�

b.�組織が報告書の内容を確定する際、報告

原則をどのように適⽤したかの説明

102-

47
G4-19

a.�報告書の内容を確定するプロセスで特定

したマテリアルなテーマの⼀覧

102-

48
G4-22

a.�過去の報告書で提供した情報を修正再記

述する場合、再記述の影響および理由
該当はありません。

102-

49
G4-23

a.�マテリアルなテーマおよびテーマのバウ

ンダリーについて、過去の報告期間からの

重要な変更

該当はありません。

102-

50
G4-28 a.�提供情報の報告期間

102-

51
G4-29

a.�最新の発⾏済報告書の⽇付（該当する場

合）

102-

52
G4-30 a.�報告サイクル

102-

53
G4-31

a.�報告書またはその内容に関する質問の窓

⼝

グループCSR重要課題（グル

ープCSR重点課題ごとの主な

取組み内容）

*

グループ事業

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

統合レポート2017�P.90-

92（コーポレート・データ�当

社および⼦会社等の概況）(

PDF/6,007KB)

*

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

グループCSR重点課題の特定

プロセス

*

グループCSR重点課題の特定

プロセス

*

*

*

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象期間）

*

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（CSRコミュニケー

ションレポートの公表時期）

*

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（CSRコミュニケー

ションレポートの公表頻度）

*

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（企画・編集・お問

い合せ先）
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102-

54

G4-32-a a.�組織がGRIスタンダードに準拠し、次の

いずれかの選択肢を選んで報告書を作成し

たことを表す主張�

i.�「この報告書は、GRIスタンダードの中核

(Core)オプションに準拠して作成した。」�

ii.�「この報告書は、GRIスタンダードの包

括(Comprehensive)オプションに準拠して

作成した。」

102-

55
G4-32-b

a.�GRIの内容索引（使⽤した各GRIスタン

ダードを明記し、報告書に記載したすべて

の開⽰項⽬を⼀覧表⽰する）�

b.�内容索引には、各開⽰項⽬について次の

情報を含める。�

i.�開⽰項⽬の数（GRIスタンダードに従って

開⽰した項⽬について）�

ii.�報告書上またはその他の公開資料の中

で、該当の情報が掲載されているページ番

号またはURL��

iii.�必要とされる情報開⽰の省略が認められ

ていて開⽰できない場合の⾮開⽰根拠（該

当する場合）

本ページが内容索引です。

102-

56
G4-32-c/33

a.�報告書の外部保証に関する組織の⽅針お

よび現在の実務慣⾏の説明�

b.�報告書が外部保証を受けている場合、�

i.�外部保証報告書、表明、意⾒に⾔及す

る。外部保証によって保証されている事

項、保証されていない事項、その根拠（サ

ステナビリティ報告書に添付する保証報告

書上に記載がない場合）。これには保証基

準、保証レベル、保証プロセスに存在する

制約事項も含める。�

ii.�組織と保証提供者の関係�

iii.�最⾼ガバナンス組織または役員が、組織

のサステナビリティ報告書の保証に関わっ

ているか否か、どのように関わっているか

社会・環境に関する⼀部定量デー

タについて、第三者機関より保証

を受けています。

マネジメント⼿法

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

* ホームページ「CSR」の内容

と「CSRコミュニケーション

レポート2017」は、

GRI(Global�Reporting

Guideline)スタンダードの中核

(Core)オプションに準拠して

作成されています。

*

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（情報発信にあたり

参考としたガイドラインな

ど）

*

第三者機関による保証

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）
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i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103-

2
G4-DMA-b

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3
G4-DMA-c

a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

グループCSR重点課題の特定

プロセス

グループCSR-KPI

グループCSR重要課題（グル

ープCSR重点課題ごとの主な

取組み内容）

CSRの考え⽅

マネジメント体制

グループCSR重要課題（グル

ープCSR重点課題ごとの主な

取組み内容）

マネジメント体制

グループCSR重要課題（グル

ープCSR重点課題ごとの主な

取組み内容）

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

主要ESGデータ

第三者意⾒

第三者機関による保証
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開⽰事項番号

開⽰事項の内容 掲載ページ（または、省略理由）
GRI

スタ

ンダ

ード

G4ガイドラ

イン

経済パフォーマンス

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103-

2
G4-DMA-b

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3
G4-DMA-c

a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

経済

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

グループCSR重点課題の特定

プロセス

グループCSR-KPI

グループCSR重要課題（グル

ープCSR重点課題ごとの主な

取組み内容）

CSRの考え⽅

マネジメント体制

グループCSR重要課題（グル

ープCSR重点課題ごとの主な

取組み内容）

マネジメント体制

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

ステークホルダー・エンゲー

ジメント
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201-

1
G4-EC1

a.�創出、分配した直接的経済価値（発⽣主

義ベースによる）。これには、組織の全世

界の事業所について、次に⼀覧表⽰する基

本要素を含める。データを現⾦主義で表⽰

する場合は、その判断理由を次の基本要素

に加えて報告する。�

i.�創出した直接的経済価値:�収益�

ii.�分配した経済価値:�事業コスト、従業員

給与と福利、資本提供者に対する⽀払い、

政府に対する⽀払い（国別）、コミュニテ

ィへの投資�

iii.�留保している経済価値:�「創出した直接

的経済価値」から「分配した経済価値」を

引いたもの��

b.�影響が著しいものについて、創出・分配

経済価値を国、地域、市場レベルに分けて

報告する。また「著しい」と判断する基準

も報告する。

201-

2
G4-EC2

a.�気候変動に起因してもたらされるリスク

や機会で、事業、収益、費⽤に実質的な変

動が⽣じる可能性のあるもの。報告には、

次の事項を含めること。�

i.�リスクと機会の記述。リスクと機会を物

理的、規制関連、その他に分類�

ii.�リスクと機会に関連する影響の記述�

iii.�リスクと機会の財務上の影響で、措置を

講じる前に⽣じていたもの�

iv.�リスクと機会をマネジメントするために

⽤いた⼿法��

v.�リスクと機会をマネジメントするために

講じた措置のコスト

201-

3

G4-EC3 a.�組織の⼀般財源で当該制度の債務をまか

なっている場合、その債務の推定額。�

b.�年⾦制度の債務を⽀払うために別の基⾦

を持っている場合�

i.�年⾦制度の債務額のうち別途積み⽴て資

産でカバーする割合の推定値�

ii.�当該推定値の算出基礎�

情報の⼊⼿が困難です。�

情報を収集、分析し、情報開⽰に

向けて取り組んでまいります。

財務データ

主要ESGデータ（ガバナンス

に関する情報）

統合レポート2017�P.28-

31（事業戦略�財 務・⾮財務ハ

イライト）(

PDF/6,007KB)

第7期�有 価証券報告書・確認

書・内部統制報告書�P.2-3（第

⼀部【企業情報】第１【企業

の概況】１【主要な経営指標

等の推移】）(

PDF/2,271KB)

グループCSR重点課題の特定

プロセス

重点課題3�地 球環境問題への

対応

特集1�気 候変動へ向けた取組

み

主な取組み（取引先－気候変

動の「緩和」に向けた取組

み）

主な取組み（地域社会－気候

変動の「適応」に向けた取組

み）

主な取組み（代理店－気候変

動の「緩和」に向けた取組

み）

第三者機関による保証
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iii.�推定値の算出時期�

c.�年⾦制度の債務を⽀払うために設けられ

た基⾦が完全補償の状態にない場合、雇⽤

者が完全補償実現に向けて実施している戦

略があればそれを説明する。また雇⽤者が

完全補償実現の⽬標時期を設定している場

合は、それについて説明する。�

d.�従業員、雇⽤者による拠出額が給与に占

める⽐率�

e.�退職⾦積⽴制度への参加レベル（義務的

参加か任意制度か、地域的制度か国の制度

か、経済的影響があるものか、など）

201-

4
G4-EC4

a.�組織が報告期間中に各国政府から受け取

った財務援助の総額。報告には次の項⽬を

含めること。�

i.�減税および税額控除�

ii.�補助⾦�

iii.�投資奨励⾦、研究開発（R&D）助成⾦、

その他関連助成⾦�

iv.�賞⾦�

v.�特許権等使⽤料免除期間�

vi.�輸出信⽤機関（ECA）からの財務援助�

vii.�⾦銭的インセンティブ�

viii.�その他、事業所が政府から受け取った

財務利益、または受け取る予定の財務利益�

b.�201-4-aの情報の国別内訳�

c.�組織の株式保有構造における政府出資の

有無、出資割合

該当はありません。

間接的な経済的影響

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103- G4-DMA-b a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

グループCSR重点課題の特定

プロセス

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題3�地 球環境問題への

対応

重点課題4�よ りよいコミュニ

ティ・社会づくり

CSRの考え⽅
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2 ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3
G4-DMA-c

a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

203-

1
G4-EC7

a.�重要なインフラ投資や⽀援サービスを展

開した範囲。�

b.�コミュニティや地域経済に与えている影

響、または与えると思われる影響。プラス

とマイナス双⽅の影響を含む（該当する場

合）。�

c.�当該投資、サービスが商業⽬的のもの

か、現物⽀給するものか、無償で実施する

ものかを報告する。

203-

2

G4-EC8 a.�組織が与える著しい間接的な経済的影響

（プラスおよびマイナス）と特定された事

例�

b.�外部のベンチマークやステークホルダー

の優先事項（国内および国際的な基準、協

マネジメント体制

マネジメント体制

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

主要ESGデータ（ガバナンス

に関する情報）

重点課題4 よりよいコミュニ

ティ・社会づくり

主な取組み（株主・投資家－

事業を通じたコミュニティ・

社会への貢献）

主な取組み（NPO/NGO－⽂

化・芸術を通じたコミュニテ

ィ・社会への貢献）

主な取組み（地域社会－コミ

ュニティ・社会とのつなが

り）

主な取組み（地域社会－⽂

化・芸術を通じたコミュニテ

ィ・社会への貢献）

特集１�気候変動へ向けた取組

み

主な取組み（地域社会－気候

変動の「適応」に向けた取組

み）

主な取組み（株主・投資家－

さまざまな環境問題の解決を
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定、政策課題など）を考慮した場合の間接

的な経済的影響の「著しさ」

腐敗防⽌

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103-

2

G4-DMA-

b/SO11

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3
G4-DMA-c

a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

205-

1
G4-SO3

a.�腐敗に関するリスク評価の対象とした事

業の総数と⽐率�

b.�リスク評価により特定した腐敗関連の著

しいリスク

情報の⼊⼿が困難です。�

情報収集し、分析、情報開⽰に向

けて取り組んでまいります。

205-

2

G4-SO4 a.�ガバナンス組織メンバーのうち、腐敗防

⽌に関する組織の⽅針や⼿順の通達を⾏っ

⽬指した取組み）

CSRを通じた企業価値向上

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

グループCSR重点課題の特定

プロセス

コンプライアンス

コンプライアンス

主要ESGデータ（ガバナンス

に関する情報）
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た者の総数と⽐率(地域別に)�

b.�従業員のうち、腐敗防⽌に関する組織の

⽅針や⼿順の通達を⾏った者の総数と⽐率

(従業員区分別、地域別に)�

c.�ビジネスパートナーのうち、腐敗防⽌に

関する組織の⽅針や⼿順について通達を⾏

った者の総数と⽐率(ビジネスパートナー種

類別、地域別に)。腐敗防⽌に関する組織の

⽅針や⼿順が、その他の個⼈または組織に

伝達されているかどうかを記述する。�

d.�ガバナンス組織メンバーのうち、腐敗防

⽌に関する研修を受講した者の総数と⽐率

を、地域別に報告する。�

e.�従業員のうち、腐敗防⽌に関する研修を

受講した者の総数と⽐率(従業員区分別、地

域別に)

205-

3
G4-SO5

a.�確定した腐敗事例の総数と性質�

b.�確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に

従業員を解雇または懲戒処分したものの総

数�

c.�確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契

約違反を理由にビジネスパートナーと契約

破棄または更新拒否を⾏ったものの総数�

d.�報告期間内に組織または組織の従業員に

対して腐敗に関連した訴訟が提起されてい

る場合、その事例と結果

情報の⼊⼿が困難です。�

情報収集し、分析、情報開⽰に向

けて取り組んでまいります。
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開⽰事項番号

開⽰事項の内容 掲載ページ（または、省略理由）
GRI

スタ

ンダ

ード

G4ガイドラ

イン

原材料

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103-

2

G4-DMA-

b/EN34

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3

G4-DMA-c a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

環境

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

CSRを通じた企業価値向上

グループCSR重点課題の特定

プロセス

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題3�地 球環境問題への

対応

特集1�気 候変動へ向けた取組

み

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

CSRの考え⽅

マネジメント体制

重点課題3�地 球環境問題への

対応

マネジメント体制

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）
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ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

301-

1
G4-EN1

a.�組織が報告期間中に主要製品やサービス

の⽣産、梱包に使⽤した原材料の重量また

は量の合計。次の分類により報告する。�

i.�使⽤した再⽣不能原材料�

ii.�使⽤した再⽣可能原材料

301-

2
G4-EN2

a.�組織の主要製品やサービスの⽣産に使⽤

したリサイクル材料の⽐率

301-

3
G4-EN28

a.�リユース・リサイクルされた製品と梱包

材の⽐率。製品区分別に報告する。�

b.�本開⽰項⽬のデータ収集⽅法

エネルギー

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103-

2

G4-DMA-

b/EN34

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

重点課題3�地 球環境問題への

対応

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

主な取組み（取引先－気候変

動の「緩和」に向けた取組

み）

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

CSRを通じた企業価値向上

グループCSR重点課題の特定

プロセス

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題3�地 球環境問題への

対応

特集1�気 候変動へ向けた取組

み

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

CSRの考え⽅

マネジメント体制

重点課題3�地 球環境問題への

対応
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v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3
G4-DMA-c

a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

302-

1
G4-EN3

a.�組織内における⾮再⽣可能エネルギー源

に由来する総燃料消費量（ジュールまたは

その倍数単位（キロ、メガなど）によ

る）。使⽤した燃料の種類も記載する。�

b.�組織内における再⽣可能エネルギー源に

由来する総燃料消費量（ジュールまたはそ

の倍数単位による）。使⽤した燃料の種類

も記載する。�

c.�下記の総量（ジュール、ワット時、また

はその倍数単位による）。�

i.�電⼒消費量�

ii.�暖房消費量�

iii.�冷房消費量�

iv.�蒸気消費量�

d.�下記の総量（ジュール、ワット時、また

はその倍数単位による）。�

i.�販売した電⼒�

ii.�販売した暖房�

iii.�販売した冷房�

iv.�販売した蒸気�

e.�組織内におけるエネルギー総消費量（ジ

ュールまたはその倍数単位による）。�

f.�使⽤した基準、⽅法、前提条件、計算ツ

ール。�

g.�使⽤した変換係数の情報源。

302-

2

G4-EN4 a.�組織外で消費したエネルギー（ジュール

またはその倍数単位（キロ、メガなど）に

よる）。�

マネジメント体制

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題3�地 球環境問題への

対応

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）
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b.�使⽤した基準、⽅法、前提条件、計算ツ

ール。�

c.�使⽤した変換係数の情報源。

302-

3
G4-EN5

a.�組織のエネルギー原単位�

b.�⽐率計算のため選択した組織固有の値

（分数の分⺟）�

c.�原単位に含まれるエネルギーの種類（燃

料、電⼒、暖房、冷房、蒸気またはこのす

べて）�

d.�その⽐率計算に使⽤したのは、組織内消

費エネルギー、組織外消費エネルギー、も

しくはこの両者であるか

302-

4
G4-EN6

a.�エネルギー消費の削減および効率化の取

り組みによる直接的な結果としてエネルギ

ー消費量が削減できた場合、その削減量

（ジュールまたはその倍数単位（キロ、メ

ガなど）による）。�

b.�削減したエネルギーの種類（燃料、電

⼒、暖房、冷房、蒸気、またはこの全部）�

c.�エネルギー消費削減量の算出に使⽤した

基準（基準年、基準値など）と、その基準

選定の論理的根拠�

d.�使⽤した基準、⽅法、前提条件、計算ツ

ール

302-

5
G4-EN7

a.�販売する製品およびサービスが必要とす

るエネルギーの報告期間内におけるエネル

ギー削減量（ジュールまたはその倍数単位

（キロ、メガなど）による）。�

b.�エネルギー消費削減量の算出に使⽤した

基準（基準年、基準値など）、および基準

選定の論理的根拠�

c.�使⽤した基準、⽅法、前提条件、計算ツ

ール

⽣物多様性

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

CSRを通じた企業価値向上

グループCSR重点課題の特定

プロセス
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ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103-

2

G4-DMA-

b/EN34

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3
G4-DMA-c

a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

304-

1

G4-EN11 a.�保護地域および保護地域外で⽣物多様性

価値の⾼い地域の内部や隣接地域に所有、

賃借、管理している事業サイトについての

以下の情報。�

i.�地理的な場所�

ii.�組織が所有、賃借、管理する可能性のあ

る地表下および地下の⼟地�

iii.�保護地域（保護地域内部、隣接地域、ま

たは保護地域の⼀部を含む地域）または保

護地域外で⽣物多様性価値の⾼い地域との

位置関係�

該当はありません。

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題3�地 球環境問題への

対応

特集1�気 候変動へ向けた取組

み

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

CSRの考え⽅

マネジメント体制

重点課題3�地 球環境問題への

対応

マネジメント体制

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題3�地 球環境問題への

対応

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）
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iv.�事業形態（事務所、製造・⽣産、採掘）�

v.�事業敷地の⾯積（原則km2で表記。他の

単位も可）��

vi.�当該保護地域や保護地域外で⽣物多様性

価値の⾼い地域の属性（陸上、淡⽔域、あ

るいは海洋における⽣態系）の特徴から⾒

た⽣物多様性の価値�

vii.�保護地域登録されたリスト（IUCN保護

地域管理カテゴリー、ラムサール条約、国

内規制など）の特徴から⾒た⽣物多様性の

価値

304-

2
G4-EN12

a.�次の各項⽬が、⽣物多様性に直接的、間

接的に与える著しい影響の性質�

i.�⽣産⼯場、採掘坑、輸送インフラの建設

または利⽤�

ii.�汚染（⽣息地には本来存在しない物質の

導⼊。点源、⾮点源由来のいずれも）�

iii.�侵⼊⽣物種、害⾍、病原菌の導⼊�

iv.�種の減少�

v.�⽣息地の改変�

vi.�⽣態学的プロセスの変化（塩分濃度、地

下⽔位変動など）で、⾃然増減の範囲を超

えるもの�

b.�直接的、間接的、プラス、マイナスの著

しい影響（次の項⽬に関連して記述する）�

i.�影響を受ける⽣物種�

ii.�影響を受ける地域の範囲�

iii.�影響を及ぼす期間�

iv.�影響の可逆性、不可逆性

304-

3
G4-EN13

a.�すべての⽣息地保護地域、復元地域の規

模と所在地。外部の独⽴系専⾨家が、復元

措置の成功を認定しているか否か。�

b.�組織が復元や保護措置を監督・実施した

場所と異なる⽣息地がある場合、保護や復

元を⽬的とする第三者機関とのパートナー

シップの有無。�

c.�各地域の現状。報告期間終了時の状態。�

d.�使⽤した基準、⽅法、前提条件。

304-

4

G4-EN14 a.�IUCNレッドリストならびに国内保全種

リストの対象⽣物種で、組織の事業の影響

該当はありません。

重点課題3�地 球環境問題への

対応

主な取組み（NPO/NGO－⽣

物多様性保全の取組み）

重点課題3�地 球環境問題への

対応

主な取組み（NPO/NGO－⽣

物多様性保全の取組み）
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を受ける地域に⽣息する種の総数。次の絶

滅危惧レベル別に報告する。�

i.�絶滅危惧IA類（CR）�

ii.�絶滅危惧IB類（EN）�

iii.�絶滅危惧II類（VU）�

iv.�準絶滅危惧（NT）�

v.�軽度懸念

⼤気への排出

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103-

2

G4-DMA-

b/EN34

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3

G4-DMA-c a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

CSRを通じた企業価値向上

グループCSR重点課題の特定

プロセス

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題3�地 球環境問題への

対応

特集1�気 候変動へ向けた取組

み

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

CSRの考え⽅

マネジメント体制

重点課題3�地 球環境問題への

対応

マネジメント体制

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題3�地 球環境問題への

対応

ステークホルダー・エンゲー

ジメント
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iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

305-

1
G4-EN15

a.�直接的（スコープ1）GHG排出量の総計

（CO2�換算値（t-CO2）による）。��

b.�計算に⽤いたガス（CO2、CH4、

N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、または全

部）�

c.�⽣物由来のCO2�排出量（CO2換算値

（t-CO2）による）。�

d.�該当する場合、計算の基準年�（以下の項

⽬を含める）�

i.�その基準年を選択した根拠�

ii.�基準年における排出量�

iii.�排出量に著しい変化があったため基準年

の排出量を再計算することになった場合

は、その経緯�

e.�使⽤した排出係数の情報源、使⽤した地

球温暖化係数（GWP）、GWP情報源の出

典�

f.�排出量に関して選択した連結アプローチ

（株式持分、財務管理、経営管理）�

g.�使⽤した基準、⽅法、前提条件、計算ツ

ール

305-

2

G4-EN16 a.�ロケーション基準の間接的（スコープ

2）GHG排出量の総計（CO2�換算値（t-

CO2）による）。��

b.�あてはまる場合には、マーケット基準の

間接的（スコープ2）GHG排出量の総計

（CO2�換算値（t-CO2）による）。�

c.�データがある場合には、総計計算に⽤い

たガス（CO2、CH4、N2O、HFC、

PFC、SF6、NF3、または全部）。�

d.�該当する場合、計算の基準年（以下の項

⽬を含める）。�

i.�その基準年を選択した根拠�

ii.�基準年における排出量�

iii.�排出量に著しい変化があったため基準年

の排出量を再計算することになった場合

は、その経緯�

e.�使⽤した排出係数の情報源、使⽤した地

球温暖化係数（GWP）、GWP情報源の出

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

統合レポート2017�P.28-

31（事業戦略�財 務・⾮財務ハ

イライト）(

PDF/6,007KB)

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

第三者機関による保証

統合レポート2017�P.28-

31（事業戦略�財 務・⾮財務ハ

イライト）(

PDF/6,007KB)

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

第三者機関による保証
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典�

f.�排出量に関して選択した連結アプローチ

（株式持分、財務管理、経営管理）�

g.�使⽤した基準、⽅法、前提条件、計算ツ

ール

305-

3
G4-EN17

a.�その他の間接的（スコープ3）GHG排出

量の総計（CO2�換算値（t-CO2）による）

b.�データがある場合には、総計計算に⽤い

たガス（CO2、CH4、N2O、HFC、

PFC、SF6、NF3、または全部）�

c.�⽣物由来のCO2�排出量（CO2�換算値

（t-CO2）による）�

d.�計算に⽤いたその他の間接的（スコープ

3）GHG排出量の区分と活動。�

e.�該当する場合、計算の基準年および�

i.�その基準年を選択した根拠�

ii.�基準年における排出量��

iii.�排出量に著しい変化があったため基準年

の排出量を再計算することになった場合

は、その経緯�

f.�使⽤した排出係数の情報源、使⽤した地

球温暖化係数（GWP）、GWP情報源の出

典�

g.�使⽤した基準、⽅法、前提条件、計算ツ

ール

305-

4
G4-EN18

a.�組織のGHG排出原単位�

b.�⽐率計算のため選択した組織固有の値

（分数の分⺟）�

c.�原単位に含まれるGHG排出の種類。直接

的（スコープ1）、間接的（スコープ2）、

その他の間接的（スコープ3）。�

d.�計算に⽤いたガス（CO2、CH4、

N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはこ

の全部）

305-

5

G4-EN19 a.�排出量削減活動を実施した結果、直接的

な成果として達成したGHG排出削減量

（CO2�換算値（t-CO2）による）。�

b.�計算に⽤いたガス（CO2、CH4、

N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、または全

部）�

統合レポート2017�P.28-

31（事業戦略�財 務・⾮財務ハ

イライト）(

PDF/6,007KB)

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

第三者機関による保証

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

統合レポート2017�P.28-

31（事業戦略�財 務・⾮財務ハ

イライト）(

PDF/6,007KB)

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）

ＳＯＭＰＯホールディングス　CSRコミュニケーションレポート2017 199

http://www.sompo-hd.com/~/media/hd/files/doc/pdf/disclosure/hd/2017/hd_disc2017.pdf#page=30
http://www.sompo-hd.com/csr/esg/data/#05
http://www.sompo-hd.com/csr/esg/assurance/
http://www.sompo-hd.com/csr/esg/data/#05
http://www.sompo-hd.com/~/media/hd/files/doc/pdf/disclosure/hd/2017/hd_disc2017.pdf#page=30
http://www.sompo-hd.com/csr/esg/data/#05


c.�基準年または基準値、およびそれを選択

した根拠�

d.�GHG排出量削減となったスコープ。直接

的（スコープ1）、間接的（スコープ2）、

その他の間接的（スコープ3）のいずれか�

e.�使⽤した基準、⽅法、前提条件、計算ツ

ール

305-

6
G4-EN20

a.�ODSの⽣産量、移⼊量、移出量（CFC-

11（トリクロロフルオロメタン）換算値に

よる）。�

b.�計算に⽤いた物質�

c.�使⽤した排出係数の情報源��

d.�使⽤した基準、⽅法、前提条件、計算ツ

ール

該当はありません。

305-

7
G4-EN21

a.�次の各物質の重⼤な⼤気排出の量（キロ

グラムまたはその倍数単位（トンなど）に

よる）。�

i.�NOX�

ii.�SOX�

iii.�残留性有機汚染物質（POP）�

iv.�揮発性有機化合物（VOC）�

v.�有害⼤気汚染物質（HAP）�

vi.�粒⼦状物質（PM）�

vii.�この他、関連規制で定めている標準的

⼤気排出区分�

b.�使⽤した排出係数の情報源�

c.�使⽤した基準、⽅法、前提条件、計算ツ

ール

該当はありません。

環境コンプライアンス

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

第三者機関による保証

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

CSRを通じた企業価値向上

グループCSR重点課題の特定

プロセス

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題3�地球環境問題への

対応

特集1�気候変動へ向けた取組

み
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103-

2

G4-DMA-

b/EN34

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3
G4-DMA-c

a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

307-

1
G4-EN29

a.�環境法規制の⾮遵守で被った⾼額の罰⾦

や罰⾦以外の制裁措置（下記の観点によ

る）�

i.�⾼額罰⾦の総額�

ii.�罰⾦以外の制裁措置の総件数��

iii.�紛争解決メカニズムに提起された事案�

b.�法規制に対して組織の違反が皆無の場合

は、その旨を簡潔に述べるだけでよい。

該当はありません。

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

CSRの考え⽅

マネジメント体制

重点課題3�地 球環境問題への

対応

マネジメント体制

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題3�地 球環境問題への

対応

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

主要ESGデータ（環境側⾯に

関する情報）
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開⽰事項番号

開⽰事項の内容 掲載ページ（または、省略理由）
GRI

スタ

ンダ

ード

G4ガイドラ

イン

研修および教育

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103-

2

G4-DMA-

b/LA16

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3

G4-DMA-c a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

社会

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

CSRを通じた企業価値向上

グループCSR重点課題の特定

プロセス

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題5 ダイバーシティの

推進・啓発

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

CSRの考え⽅

⼈事戦略

重点課題5 ダイバーシティの

推進・啓発

重点課題5 ダイバーシティの

推進・啓発

ステークホルダー・エンゲー

ジメント
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iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

404-

1
G4-LA9

a.�報告期間内に、組織の従業員が受講した

研修の平均時間（次の内訳による）�

i.�性別�

ii.�従業員区分

情報の⼊⼿が困難です。�

情報を収集、分析し、情報開⽰に

向けて取り組んでまいります。

404-

2
G4-LA10

a.�従業員のスキル向上のために実施したプ

ログラムの種類、範囲や、提供した⽀援�

b.�継続的な雇⽤適性を促がすために提供し

た移⾏⽀援プログラムと、定年退職や雇⽤

終了マネジメント

404-

3
G4-LA11

a.�報告期間内に、業績とキャリア開発につ

いての定期的評価を受けている従業員の⽐

率（男⼥別、従業員区分別に）

多様性と機会均等

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103-

2

G4-DMA-

b/LA16

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

重点課題5 ダイバーシティの

推進・啓発

主な取組み（社員－⼈材育成

を通じた強い組織づくり）

重点課題5 ダイバーシティの

推進・啓発

主な取組み（社員－⼈材育成

を通じた強い組織づくり）

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

CSRを通じた企業価値向上

グループCSR重点課題の特定

プロセス

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題5 ダイバーシティの

推進・啓発

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

CSRの考え⽅

⼈事戦略

重点課題5 ダイバーシティの

推進・啓発
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vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3
G4-DMA-c

a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

405-

1
G4-LA12

a.�組織のガバナンス組織に属する個⼈で、

次の多様性区分に該当する者の⽐率。�

i.�性別�

ii.�年齢層:�30歳未満、30歳〜50歳�、50歳

超�

iii.�該当する場合には、その他の多様性指標

（例えばマイノリティ、社会的弱者など）�

b.�次の多様性区分の従業員区分ごとの従業

員の⽐率。�

i.�性別��

ii.�年齢層:�30歳未満、30歳〜50歳�、50歳

超�

iii.�該当する場合には、その他の多様性指標

（例えばマイノリティ、社会的弱者など）

405-

2
G4-LA13

a.�⼥性の基本給と報酬総額の、男性の基本

給と報酬総額に対する⽐率（従業員区分

別、主要事業拠点別）。�

b.�「主要事業拠点」の定義。

情報の⼊⼿が困難です。�

情報を収集、分析し、情報開⽰に

向けて取り組んでまいります。

⼈権評価

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題5 ダイバーシティの

推進・啓発

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

主要ESGデータ（社会側⾯に

関する情報）

重点課題5 ダイバーシティの

推進・啓発

主要ESGデータ（社会側⾯に

関する情報）

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

CSRを通じた企業価値向上

グループCSR重点課題の特定

プロセス

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題5 ダイバーシティの

推進・啓発

ステークホルダー・エンゲー

ジメント
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103-

2

G4-DMA-

b/HR12

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3
G4-DMA-c

a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

412-

1
G4-HR9

a.�⼈権レビューや影響評価の対象とした業

務の総数とその⽐率（国別に）

情報の⼊⼿が困難です。�

情報を収集、分析し、情報開⽰に

向けて取り組んでまいります。

412-

2
G4-HR2

a.�業務に関わる⼈権⾯に関する組織⽅針や

⼿順について、報告期間中に従業員研修を

⾏った総時間�

b.�業務に関わる⼈権⾯に関する組織⽅針や

⼿順について、報告期間中に従業員研修を

受けた従業員数の⽐率

412-

3
G4-HR1

a.�重要な投資契約で、⼈権条項を含むも

の、または⼈権観点による審査を受けたも

のの総数と⽐率�

b.�「重要な投資契約」の定義

情報の⼊⼿が困難です。�

情報を収集、分析し、情報開⽰に

向けて取り組んでまいります。

地域コミュニティ

103- G4- a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

主な取組み（社員－⼈間尊重

への取組み）

CSRの考え⽅

⼈事戦略

重点課題5 ダイバーシティの

推進・啓発

主な取組み（社員－⼈間尊重

への取組み）

重点課題5 ダイバーシティの

推進・啓発

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

主な取組み（社員－⼈間尊重

への取組み）

主要ESGデータ（ガバナンス

に関する情報）

主な取組み（社員－⼈間尊重

への取組み）

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）
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1 20/21/DMA-

a

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103-

2

G4-DMA-

b/SO11

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3
G4-DMA-c

a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

413-

1

G4-SO1 a.�事業のうち、地域コミュニティとのエン

ゲージメント、影響評価、コミュニティ開

発プログラム（次のものを活⽤したものな

ど）を実施したものの⽐率：��

i.�⼀般参加型アプローチに基づく社会影響

評価（ジェンダー影響評価を含む）��

ii.�環境影響評価および継続的なモニタリン

CSRを通じた企業価値向上

グループCSR重点課題の特定

プロセス

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題3 地球環境問題への

対応

重点課題4 よりよいコミュニ

ティ・社会づくり

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

CSRの考え⽅

マネジメント体制

重点課題3 地球環境問題への

対応

重点課題4 よりよいコミュニ

ティ・社会づくり

マネジメント体制

グループCSR-KPI（重要業績

評価指標）

重点課題3 地球環境問題への

対応

重点課題4 よりよいコミュニ

ティ・社会づくり

ステークホルダー・エンゲー

ジメント

主要ESGデータ（環境側⾯、

社会側⾯に関する情報）

重点課題3 地球環境問題への

対応

重点課題4 よりよいコミュニ

ティ・社会づくり

主な取組み（NPO/NGO－⽣

物多様性保全の取組み）
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グ�

iii.�環境および社会影響評価の結果の公開�

iv.�地域コミュニティのニーズに基づく地域

コミュニティ開発プログラム�

v.�ステークホルダー・マッピングに基づく

ステークホルダー・エンゲージメント計画�

vi.�広範なコミュニティ協議委員会や各種プ

ロセス（社会的弱者が参画するもの）��

vii.�影響に対処するための労使協議会、職

業安全衛⽣委員会、その他従業員代表機関�

viii.�正式な地域コミュニティ苦情処理プロ

セス

413-

2
G4-SO2

a.�地域コミュニティに対して著しいマイナ

スの影響（現実のもの、潜在的なもの）を

及ぼす事業（次の事項を含む）�

i.�事業所の場所�

ii.�事業の及ぼす著しいマイナスの影響（現

実のもの、潜在的なもの）

該当はありません。

顧客プライバシー

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103-

2

G4-DMA-b a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

vi.�苦情処理制度�

主な取組み（地域社会－CSR

各種プログラムの評価）

CSRを通じた企業価値向上

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

グループCSR重点課題の特定

プロセス

お客さま情報の保護
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vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3
G4-DMA-c

a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

418-

1
G4-PR8

a.�顧客プライバシーの侵害および顧客デー

タの紛失に関して実証された不服申⽴の総

件数（次の分類による）�

i.�外部の当事者から申⽴を受け、組織が公

的に認めたもの�

ii.�規制当局による申⽴�

b.�顧客データの漏洩、窃盗、紛失の総件数�

c.�実証された不服申⽴が皆無の場合は、そ

の旨を簡潔に述べるだけでよい

社会経済コンプライアンス

103-

1

G4-

20/21/DMA-

a

a.�項⽬がマテリアルである理由の説明�

b.�マテリアルなテーマのバウンダリー。次

の記述を含む。�

i.�どこで影響（インパクト）が発⽣するか�

ii.�影響に対する組織の関与。例えば、影響

の直接または間接の原因が組織にあるか否

か、組織がビジネス関係を通じて影響に直

接結びついたか否か。�

c.�バウンダリーに関する特定の制約事項。

103-

2

G4-DMA-

b/SO11

a.�組織がそのテーマをどのようにマネジメ

ントしているかの説明�

b.�マネジメント⼿法の⽬的に関する声明�

c.�マネジメント⼿法に次の要素が含まれて

いる場合、各要素についての説明�

i.�⽅針�

ii.�コミットメント�

iii.�ゴールおよびターゲット�

iv.�責任�

v.�経営資源�

お客さま情報の保護

主な取組み（お客さま－最⾼

品質のサービスの提供に向け

た取組み）

CSRを通じた企業価値向上

CSRに関する情報発信の全体

像と⽅針（報告対象組織）

グループCSR重点課題の特定

プロセス

コンプライアンス
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vi.�苦情処理制度�

vii.�具体的な措置（プロセス、プロジェク

ト、プログラム、イニシアティブなど）

103-

3
G4-DMA-c

a.�組織によるマネジメント⼿法の評価⽅

法。次の事項を含む。�

i.�マネジメント⼿法の有効性を評価する仕

組み�

ii.�マネジメント⼿法の評価結果�

iii.�マネジメント⼿法に関連して調整を⾏っ

た場合、その内容

419-

1
G4-SO8/PR9

a.�社会経済分野の法律や規定の違反により

受けた相当額以上の罰⾦および罰⾦以外の

制裁措置（次の事項に関して）�

i.�相当額以上の罰⾦の総額�

ii.�罰⾦以外の制裁措置の総件数�

iii.�紛争解決メカニズムに提起された事案�

b.�組織による法規制への違反が皆無の場合

は、その旨を簡潔に述べるだけでよい。�

c.�相当額以上の罰⾦および罰⾦以外の制裁

措置を受けた経緯

該当はありません。

コンプライアンス
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開⽰事項

番号
開⽰事項の内容 掲載ページ（または、省略理由）

プロダクト・ポートフォリオ

DMA

FS1�事業に適⽤される、特定の環境的・社

会的要素を含む⽅針�

FS2�事業における環境的・社会的リスクを

評価し、スクリーニングする⼿続き�

FS3�契約や取引における顧客の環境的・社

会的要求事項の履⾏や遵守の状況をモニタリ

ングする⼿続き�

FS4�事業に適⽤される環境的・社会的⽅針

や⼿続きに対する従業員の能⼒の向上�

FS5�環境的・社会的側⾯のリスクと機会に

関わる、顧客・投資家・取引先との相互コミ

ュニケーション

FS6
特定の地域・市場規模・セクター別の、事業

分野におけるポートフォリオに占める割合

FS7

各事業分野で、特定の社会的便益を創出する

⽬的で企画された商品やサービスの⾦額的価

値

FS8

各事業分野で、特定の環境的便益を創出する

⽬的で企画された商品やサービスの⾦額的価

値

監査

DMA
FS9�環境的・社会的⽅針やリスク評価⼿続

きの実施を監査する範囲と頻度

所有権の有効性

DMA

FS12�報告組織が、議決権あるいは議決につ

いてアドバイスをする権利を有する株式の環

境的・社会的課題に適⽤される議決⽅針

FS10 報告組織が、環境的・社会的課題について相 情報の⼊⼿が困難です。�

⾦融サービス業 業種別の開⽰事項

CSRの考え⽅

マネジメント体制

グループCSR重点課題の特定プロセス

ステークホルダー・エンゲージメント

トップコミットメント

決算の状況

サステナブルな社会の実現に貢献する商

品・サービス⼀覧

決算の状況

サステナブルな社会の実現に貢献する商

品・サービス⼀覧

マネジメント体制

CSRの考え⽅
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互に関係したことのある会社のポートフォリ

オに占める割合と会社数

取組みを進め、情報開⽰に向けて取り組んで

まいります。

FS11

環境的・社会的側⾯のポジティブおよびネガ

ティブ・スクリーニングを⾏っている資産の

割合

情報の⼊⼿が困難です。�

取組みを進め、情報開⽰に向けて取り組んで

まいります。

地域コミュニティ

FS13
過疎地や経済的弱者の居住地域におけるタイ

プ別のアクセスポイント

FS14
社会的弱者のための⾦融サービスへのアクセ

ス改善の率先取り組み

主な取組み（地域社会－気候変動の「適

応」に向けた取組み）

主な取組み（地域社会－事業を通じたコミ

ュニティ・社会への貢献）

主な取組み（地域社会－気候変動の「適

応」に向けた取組み）

主な取組み（地域社会－事業を通じたコミ

ュニティ・社会への貢献）

詳細はホームページ（http://www.sompo-hd.com/csr/）をご参照ください。
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IIHOE[⼈と組織と地球のための国際研究所]��

代表者�兼�ソシオ・マネジメント編集発⾏⼈

川北�秀⼈ ⽒

IIHOE：「地球上のすべての⽣命にとって、⺠主的で調和的な発展のために」を

⽬的に1994年に設⽴されたNPO。主な活動は市⺠団体・社会事業家のマネジ

メント⽀援だが、⼤⼿企業のＣＳＲ⽀援も多く⼿がける。

当意⾒は、ＳＯＭＰＯホールディングスのホームページ上のＣＳＲ関連ページの記載内容、および損保ジャ

パン⽇本興亜の⼆宮会⻑、ＳＯＭＰＯホールディングスのデジタル戦略部、経営企画部テーマパーク推進グ

ループ、介護・ヘルスケア事業部およびCSRの実務責任者または担当者へのヒアリングに基づいて執筆して

います。�

同社グループのCSRへの取組みは、統合的なPDCA（マネジメント・サイクル）の推進体制の確⽴に向けて

進んでいると⾔えます。

ヒアリングの様⼦ 執⾏役員�広報部⻑�兼�ＣＳＲ室⻑�

⻘⽊�潔

第三者意⾒・第三者意⾒を受けて

ＳＯＭＰＯホールディングスグループのＣＳＲへの取組みに対する第三

者意⾒

http://blog.canpan.info/iihoe/ （⽇本語のみ）
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⾼く評価すべき点

グループを挙げたCSR推進（「マネジメント体制」）について、グループ経営基本⽅針に「本業の強みを

活かしつつ、ステークホルダーとの積極的な対話を通じて、企業としての社会的責任を果た」す旨を明記

するとともに、グループCSRビジョン、5つの重点課題と3つの重点アプローチを定め、KPIを設定して⽇

常のマネジメントにおける実践に落とし込んでいること。さらにＳＯＭＰＯホールディングスおよび国内

外の主要な連結会社（「主要ＥＳＧデータ」）に対して、環境・社会・ガバナンス（ESG）への取組みを

確認するアンケートが2011年度から継続的に実施され、各社にCSR推進パーソンが任命されており、各

社の現場での実践が「主な取組み」（「主な取組み」）として紹介されていること。また、2017年6⽉

に「グループCSR調達ポリシー」を公表したこと。今後も、介護事業における推進体制の拡充を進めると

ともに、重点課題や社会的な成果への影響に基づいてKPIが順次改定され、また、各社における取り組み

が、1次・2次調達先まで働きかけて推進されることを期待します。

SDGs達成に向けた取り組み（「持続可能な開発⽬標（SDGs:�Sustainable�Development�Goals）達成

へ向けた取組み」）について、損保ジャパン⽇本興亜の⼆宮会⻑が国内外の経済界における推進役を積極

的に果たすとともに、⾃社においても広報や研修などに織り込んでいること。今後は、2030年に向けた

世界の変化や発展を、⾃社の成⻑に結びつけるとともに、その実現に貢献できるよう、管理職層や中堅職

員層に「2030年への世界と⾃社を俯瞰する」研修を設け、海外でもNPO/NGOとの接点が拡充されるこ

とを期待します。

安⼼・安全・健康に資する商品・サービスの提供（「主な取組み（お客さま）」）について、天候インデ

ックス保険が2010年のタイでの開始以来、各国に相次いで展開されていること、通信機能付きドライブ

レコーダーにより収集された⾛⾏データの分析に基づく運転者への指導などによる事故防⽌⽀援サービス

「スマイリングロード」の導⼊先で既に事故件数が2割減少していることなど、先駆的な商品を相次いで

開発し、本業を通じた重点課題への取り組みが進められていること。今後は、同様の課題に直⾯する海外

各国に、さらに積極的に商品やノウハウを提供するとともに、⼈⼝構成の変化やLGBTをはじめとする家

族の在り⽅の多様性にも配慮した運⽤に期待します。

ホームページの構成（「CSR」）について、トップ・マネジメントのコミットメントやグループ基本情報

に加え、CSRを通じた企業価値向上、CSRの考え⽅とマネジメント体制、グループCSR重点課題、SDGs

達成へ向けた取り組みやESG情報インデックスなどを網羅的かつ体系的に紹介するとともに、「CSRの

あゆみと主な取組みのインパクト」で過去からの取り組みの経過も紹介していること。今後は、⾮財務領

域における⻑期⽬標・指標に対する進捗も紹介されることを期待します。

国連環境計画・⾦融イニシアティブ（UNEP�FI）や持続可能な発展のための世界経済⼈会議

（WBCSD）、⽇本経団連⾃然保護協議会、企業市⺠協議会（CBCC）など、国内外の重要なイニシアテ

ィブ（「社会への宣⾔・イニシアティブへの参画」）について、重要な役割を果たしていること。今後

も、⽇本を代表する企業として積極的に役割を果たされることを、強く期待します。

社会貢献活動（「重点課題４�よりよいコミュニティ・社会づくり」）について、「ＳＯＭＰＯアートフ

ァンド」を新たに設け、国際芸術祭活動やパラリンアートコンテストなどを⽀援していること。今後も、

世界各地の中⻑期的な課題に、各地の従業員の⽅々が主体的・継続的に、運営にも参加されることを期待

します。
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取組みの進捗を評価しつつ、さらなる努⼒を求めたい点

デジタル戦略部の取り組み（「特集３�デジタル戦略」）について、従来の保険から、これからの社会へ

の備えへという基本的な考え⽅に基づき、ドローン、センサー、⼈⼯知能（AI）、ブロックチェーン、ウ

ェアラブル端末などの活⽤を模索・推進するとともに、平時は運転特性を計測・診断し、事故時には位

置・契約情報の発信・連携による⽀援、さらに衝撃感知による事故現場安⼼サポートを⼀体化した「つな

がるボタン」を開発・提供していることを評価しつつ、今後は、新興国・途上国を含む海外での展開や、

事故の予防に結びつける啓発や⽀援のしくみづくりが進むことに期待します。

経営企画部テーマパーク推進グループの取り組み（「特集２�介 護・ヘルスケアの取組み」）について、

同社グループが提供する多様なサービスの統合的な提供に向けた働きかけを評価しつつ、今後は、傾向や

確率、予防⽅法など、顧客が多様なサービスの必要性や有効性により気付きやすくなる情報の提供や、コ

ンサルテーションとの組み合わせ、また、他社とのパートナーシップの開発にも期待します。

介護事業（「特集２�介 護・ヘルスケアの取組み」）について、国内有数の事業者として8万⼈以上の利⽤

者にサービスを提供し続けていることを評価しつつ、今後は、壁新聞など従業員間の情報共有を促すとと

もに、⾃社の事業を通じて得られた知⾒を保険やコンサルテーションの形で他の介護事業者とも共有さ

れ、⾼齢化最先進国である⽇本国内の介護事業の共通基盤として活⽤されることを強く期待します。

紙の使⽤量の統合的な管理（「主要ＥＳＧデータ（環境側⾯に関する情報）」）について、保険商品の⼤

幅な改定に伴い使⽤量も増⼤しており、その必要性は認めるものの、改定が⾒込まれる時点で、事前に、

環境への負荷を低減し補う取り組みを、⽣物多様性保全への取り組みを進めてきた企業だからこそ、強く

求めます。

⼈的多様性を⽣かした組織づくり（「主な取組み（社員－ダイバーシティ＆インクルージョン）」)につ

いて、国内外数百の主要ポストの職務評価を実施し、国内外グループ共通の⼈事システムの導⼊が進みつ

つあることを評価しつつ、今後は、⻑期的なグループ全体の⼈的ポートフォリオ⽬標を明⽰し、未来の市

場・経営環境に備える仮説を検証する研修など、グローバルに活躍する次世代の上級管理職層を育成する

体制のさらなる整備や、障碍者をはじめとする⼈的な少数者が相互に意⾒交換できるコミュニティの形成

が促されることを、引き続き強く期待します。

従業員の健康の維持・向上と働き続けやすい職場づくり（「主な取組み（社員－健康に資する取組

み）」）について、育児・介護・看護のための休職・短時間勤務や在宅勤務制度を利⽤する従業員の⽐率

が前年⽐で⼤幅に向上したことを評価しつつ、今後は、勤続年数の男⼥差が合理的と⾔える⽔準まで縮⼩

するよう、若い⼥性の疾患予防・体調管理を⽀援することを期待します。

中⻑期的な環境負荷の削減（「主な取組み（地域社会－気候変動の「緩和」に向けた取組み）」）につい

て、今後は、⽇本政府がパリ協定に際して掲げた、2030年までに温室効果ガス排出量（13年⽐）26%削

減、特に同社が該当する「業務その他」部⾨の40%削減⽬標を早期に達成するために、再⽣可能エネルギ

ーの⾃社導⼊や他社での導⼊⽀援をさらに積極的に進められることを期待します。
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グループCSR推進本部⻑�

代表取締役�

副社⻑執⾏役員

辻 伸治

当社グループでは、ＣＳＲに関する報告書の第三者意⾒の取組みが⼀般的ではなかった2001年度から、川

北様に第三者意⾒を執筆いただいております。執筆をいただく際には、ＣＳＲに関する報告書の内容を確認

いただくだけでなく、関連部⾨との双⽅向の対話を重視するお考えのもと、直接、対話の場を設け、各取組

みについてより深くご理解いただいたうえでアドバイスを頂戴しております。⻑期間にわたる継続的なご⽀

援に深く感謝申し上げます。

今回、川北様には、“未来に向けた対話”をテーマに、当社グループが積極的に推進している「持続可能な開

発⽬標（SDGs）」に対する取組みや、「安⼼・安全・健康のテーマパーク」へのトランスフォーメーショ

ンを通じた新たな価値創造に寄与する「介護・ヘルスケア」「デジタル戦略」に関する取組みを中⼼に、今

後の課題についてアドバイスをいただきました。頂戴した内容は情報開⽰を通じ、社会に向けたメッセージ

として発信いたしました。

今年度、⾼く評価いただいたなかでは、昨年度に続き、安⼼・安全・健康に資する商品・サービスを継続的

に開発することで、本業を通じた重点課題への取組みが進められていること、また、新たな取組みとして、

2017年6⽉に公表した「グループCSR調達ポリシー」や、「ＳＯＭＰＯアート・ファンド」をはじめとし

た⽂化・芸術に対する取組みが進められていること、さらにはホームページでの網羅的かつ体系的な情報開

⽰が⾏われていることなどがありました。ご意⾒をふまえ、今後も当社グループでは、未来を起点にした価

値創造に向け、商品・サービスの開発、提供や、事業プロセスにESG（環境・社会・ガバナンス）への配慮

を組み込むことで、社会的課題へのソリューションを提供していくとともに、サステナブルな社会へと導く

変⾰をもたらしていきます。

⼀⽅、今回、“未来に向けた対話”をテーマとして、直接、関連部⾨と対話を⾏っていただいた「デジタル戦

略」や「介護・ヘルスケア」については、取組みの進捗を評価いただきながらも、さらなる努⼒を期待する

とのご意⾒をいただきました。デジタル戦略においては、新興国・途上国を含む海外展開や防災・減災⽀援

へのさらなる貢献について、また、介護・ヘルスケアにおいては、お客さまへの有益なコンサルティングサ

ービスの提供や他社とのパートナーシップ開発、さらには事業を通じて得られた知⾒を他の介護事業者等へ

共有することで国内介護事業の共通基盤構築へ貢献するなど、当社グループ内という「枠」にとらわれない

取組みに向けたご提案をいただきました。�

また、環境⾯においては、昨年度に続き、紙の使⽤量の総合的な管理や、中⻑期的な温室効果ガス排出量削

減に向けた取組みをさらに積極的に進めること、社会⾯においては、⼈的多様性を⽣かした組織づくりや、

従業員の健康の維持・向上と働き続けやすい職場づくりに向けたアドバイスをいただきました。�いずれ

第三者意⾒を受けて
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も、「安⼼・安全・健康のテーマパーク」構築を実現していくことを⽬指す当社グループにおいて、⼤変重

要であると認識しており、今年度いただいた数々の貴重なご意⾒を真摯に受け⽌めるとともに、今後、グル

ープ全体のさらなる進化に向けて取組みを加速してまいります。

SDGsをはじめとした国際社会の動向をふまえ、当社グループでは、さまざまなステークホルダーの皆さま

との対話を重ねながら、よりよい未来へのソリューション・プロバイダーとして、レジリエントで持続可能

な社会の実現へ貢献してまいります。
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当グループの取組みは、国内外の各種機関から⾼い評価をいただいています。また、当社は、以下のSRIイ

ンデックス（社会的責任投資指数）やSRIファンドの組⼊銘柄となっています。最近の主な受賞、評価を紹

介します。

第２０回環境コミュニケーション⼤賞において「地球温暖化対策報告⼤賞

（環境⼤⾂賞）」を受賞

「ＣＳＲコミュニケーションレポート2016」が、第２０回環境コミュ

ニケーション⼤賞（主催：環境省、⼀般財団法⼈地球・⼈間環境フォー

ラム）の環境報告書部⾨において、「地球温暖化対策報告⼤賞（環境⼤

⾂賞）」を受賞しました。�

本レポートは、ＳＯＭＰＯホールディングスグループのＣＳＲ経営ビジ

ョン、⽅針、計画や活動進捗を報告し、取組みを継続的に向上させるた

めのコミュニケーション・ツールです。

(2017年2⽉)

ＡＣＡＰ(エイキャップ)消費者志向活動表彰において「第２回ＡＣＡＰ消費者

志向活動章」を受章

防災教育の普及啓発を⾏う「防災ジャパンダプロジェクト」が、ＡＣＡＰ消費者志向活動表彰において「第

２回ＡＣＡＰ(エイキャップ)消費者志向活動章」を受章しました。

(2017年2⽉)

社外からの評価

主な受賞

第２０回環境コミュニケーション⼤賞において「地球温暖化対策報告⼤賞（環境⼤⾂賞）」を受賞(

PDF/982KB)

防災ジャパンダプロジェクトが「第２回ＡＣＡＰ(エイキャップ)消費者志向活動章」を受章

(PDF/142KB)
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RobecoSAM社「企業の持続可能性調査」において、「銅賞」を受賞

「RobecoSAM社企業の持続可能性調査（RobecoSAMʼs�Corporate

Sustainability�Assessment）」で「銅賞（RobecoSAM�Bronze

Class）」を受賞しました。�

表彰制度が始まって以来、2010年4⽉のＳＯＭＰＯホールディングス発

⾜から7年連続、⼦会社の損害保険ジャパン⽇本興亜株式会社（以下

「損保ジャパン⽇本興亜」）からの通算では10年連続受賞です。

(2017年1⽉)

第２回サステナブルファイナンス⼤賞において、「⼤賞」を受賞

東南アジアで展開する農業従事者向け天候インデックス保険の取組みが、⼀般社団法⼈環境⾦融研究機構

(ＲＩＥＦ)が⾏う第２回サステナブルファイナンス⼤賞において、「⼤賞」を受賞しました。

(2017年1⽉)

「⼥性が輝く先進企業表彰」で「内閣総理⼤⾂表彰」受賞

損害保険ジャパン⽇本興亜株式会社は、平成28年度「⼥性が輝く先進企業表彰」で「内閣総理⼤⾂表彰」

を受賞しました。�

この表彰は、⼥性が活躍できる職場環境の整備を推進するため、役員、管理職への⼥性の登⽤に関する⽅

針、取組及び実績並びにそれらの情報開⽰に優れた先進的な企業を表彰する制度です。

(2016年12⽉)

RobecoSAM社による企業の持続可能性調査で「銅賞」受賞( PDF/110KB)

東南アジアにおける農業従事者向け天候インデックス保険の展開が第２回サステナブルファイナンス⼤賞

「⼤賞」を受賞(PDF/279KB)

「⼥性が輝く先進企業表彰」で「内閣総理⼤⾂表彰」受賞(PDF/614KB)
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「第20回企業電話応対コンテスト」で理事⻑賞を受賞�3年連続「優秀賞以上

受賞」でシルバーランク企業に認定

損害保険ジャパン⽇本興亜は、公益財団法⼈⽇本電信電話ユーザ協会が主催する「第20回企業電話応対コ

ンテスト」において「理事⻑賞」を受賞し、『シルバーランク企業』に認定されました。

(2016年11⽉)

第1回�⽇本サービス⼤賞において、「優秀賞（ＳＰＲＩＮＧ賞）」を受賞

企業向け安全運転⽀援サービス『スマイリングロード』が、サービス産

業⽣産性協議会主催の「第1回�⽇本サービス⼤賞」において優秀賞（Ｓ

ＰＲＩＮＧ賞）を受賞しました。�

この賞は、国内の全てのサービス事業者を対象に、今まで⾒たこともな

い独創的なサービスや⼈々に感動を呼ぶようなサービスなど、“きら

り”と光る優れたサービスを表彰する⽇本で初めての表彰制度です。今

回、853点の応募のなかから、内閣総理⼤⾂賞、地⽅創⽣⼤⾂賞、厚⽣労働⼤⾂賞、農林⽔産⼤⾂賞、経済

産業⼤⾂賞、国⼟交通⼤⾂賞、優秀賞（ＳＰＲＩＮＧ賞）、審査員特別賞の計31点が選ばれました。

（2016年6⽉）

第2回宇宙開発利⽤⼤賞の「内閣府特命担当⼤⾂（宇宙政策）賞」を受賞

「地球観測衛星データを活⽤した天候インデックス保険の開発」が、第2回宇宙開発利⽤⼤賞において、⾦

融機関では初めて内閣府特命担当⼤⾂（宇宙政策）賞を受賞しました。�

これは、宇宙開発利⽤の推進において特に顕著な功績が認められた取組みが表彰される制度で、⾦融機関で

は初めての受賞となります。

（2016年3⽉）

「第20回企業電話応対コンテスト」で理事⻑賞を受賞�3年連続「優秀賞以上受賞」でシルバーランク企

業に認定(PDF/130KB)

企業向け安全運転⽀援サービス『スマイリングロード』が「第1回�⽇ 本サービス⼤賞�優秀賞（ＳＰＲＩ

ＮＧ賞）」を受賞(PDF/155KB)

ミャンマーにおける「地球観測衛星データを活⽤した天候インデックス保険の開発」が第2回宇宙開発利

⽤⼤賞の「内閣府特命担当⼤⾂（宇宙政策）賞」を受賞( PDF/137KB)
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「持続可能な社会の形成に向けた⾦融⾏動原則（21世紀⾦融⾏動原則）」環

境⼤⾂賞を受賞

東南アジアで展開する天候インデックス保険が、2016年3⽉9⽇に⾏わ

れた、環境省「持続可能な社会の形成に向けた⾦融⾏動原則（21世紀⾦

融⾏動原則）」の定時総会において、最優秀取組事例として「環境⼤⾂

賞」を受賞しました。

(2016年3⽉)

⼥性活躍パワーアップ⼤賞において、「優良賞」を受賞

損害保険ジャパン⽇本興亜は、公益財団法⼈⽇本⽣産性本部が主催する「⼥性活躍パワーアップ⼤賞」にお

いて、「優秀賞」を受賞しました。�

「⼥性活躍パワーアップ⼤賞」は、幅広い視点から、⼥性の活躍、⽣産性の向上を⽬指し、独⾃性ある創意

⼯夫された、他の範となる優れた取組みを表彰するものです。

（2016年3⽉）

「平成27年度�⻘少年の体験活動推進企業表彰」において「審査委員会�奨励

賞」を受賞

⽣物多様性保全活動「ＳＡＶＥ�ＪＡＰＡＮ�プロジェクト」の取組みが、「平成27年度�⻘少年の体験活動

推進企業表彰」（主催：⽂部科学省）において「審査委員会�奨励賞」を受賞しました。

(2016年2⽉)

「2015年⽇経優秀製品・サービス賞」において、「最優秀賞」、「⽇経ヴェ

リタス賞」を受賞

企業向け安全運転⽀援サービス『スマイリングロード』が、⽇本経済新聞社主催の「2015年⽇経優秀製

品・サービス賞」において、「最優秀賞」、「⽇経ヴェリタス賞」を受賞しました。�

『スマイリングロード』はビッグデータ解析やテレマティクス技術等を活⽤した安⼼・安全を⽀援する先進

東南アジアの天候インデックス保険が「持続可能な社会の形成に向け

た⾦融⾏動原則（21世紀⾦融⾏動原則）」環境⼤⾂賞を受賞( PDF/118KB)

公益財団法⼈⽇本⽣産性本部「⼥性活躍パワーアップ⼤賞�優 秀賞」を受賞(PDF/91KB)

「ＳＡＶＥ�Ｊ ＡＰＡＮ�プロジェクト」が「平成27年度�⻘ 少年の体験活動推進企業表彰」において「審

査委員会�奨 励賞」を受賞(PDF/94KB)
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http://www.sompo-hd.com/~/media/hd/files/news/2016/20160310_1.pdf
http://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/topics/2015/20160301_1.pdf
http://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/topics/2015/20160217_1.pdf


的なサービスであり、企業における⾃動⾞事故の削減や⾼品質な事故対

応サービスを実現している点を評価いただけました。

（2016年1⽉）

東洋経済新報社「CSR企業ランキング2017年版」の⾦融部⾨において、第

１位

東洋経済新報社「CSR企業ランキング2017年版」の⾦融部⾨において、第１位を獲得しました。

(2017年3⽉)

⽇本経済新聞社「第20回企業の環境経営度調査」の⾮製造業・⾦融部⾨にお

いて、第2位

⽇本経済新聞社「第20回企業の環境経営度調査」の⾮製造業・⾦融部⾨において、第2位を獲得しました。

(2017年1⽉)

CDP（気候変動）アンケートにおいてAリストに選定

世界の主要な機関投資家が各国の企業に気候変動への戦略や温室効果ガスの排出量の公表を要請する国際的

なプロジェクト「CDP」の気候変動に関するアンケートで、Aリストに選定され、国内外の⾦融機関で最⾼

ランクを獲得しました。

(2016年10⽉)

企業向け安全運転⽀援サービス『スマイリングロード』が「2015年

⽇経優秀製品・サービス賞�最優秀賞�⽇ 経ヴェリタス賞」を受賞

(PDF/237KB)

主な評価
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http://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/topics/2015/20160104_1.pdf


トリップアドバイザー「トラベラーズチョイス〜旅⾏者のお気に⼊り〜２０

１６」海外旅⾏編「保険部⾨」において、第1位

損保ジャパン⽇本興亜は、トリップアドバイザー株式会社が発表した

「トラベラーズチョイス〜旅⾏者のお気に⼊り〜２０１６」�海外旅⾏編

「保険部⾨」において、第1位に選ばれました。

（2016年8⽉）

東京都「総量削減義務と排出量取引制度」登録検証機関評価において最⾼ラ

ンクの「S」評価を取得

★4年連続で最⾼の評価段階である「S」評価を取得

（2016年7⽉）

環境や社会へ配慮した取組みを⾏う企業・団体を表彰する制度「Caring�Company」に

選出

環境や社会へ配慮した取組みを⾏う企業・団体を表彰する制度「Caring

Company」に2009年から選出されています。

（2016年）

当社は、以下のSRIインデックスの組⼊銘柄となっています。（2016年10⽉1⽇現在）

トリップアドバイザーの「トラベラーズチョイス〜旅⾏者のお気に⼊

り〜２０１６」海外旅⾏編「保険部⾨」において第1位を獲得

(PDF/437KB)

「平成28年度評価結果」（東京都環境局 気候変動対策）

認定関連

SRIインデックス（社会的責任投資指数）などへの組⼊れ
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http://www.sompo-hd.com/~/media/hd/new_images/common/icon_risk.gif
http://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/topics/2016/20160803_1.pdf
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/authority_chief/hyouka/hyouka_kekka.html


Dow�Jones�Sustainability�Indices（DJSI�World,�Asia�Pacific）

企業の持続可能性を「経済」「環境」「社会」の3つの側⾯から評価

し、先進的な取組みを⾏っている企業をDJSI構成銘柄として抽出した、

世界の代表的なSRIインデックスです。当社の発⾜から7年連続、損保ジ

ャパン⽇本興亜からの通算で17年連続の組⼊れとなり、⽇本企業として

最⻑期間の連続選定となります。

FTSE4Good�Index�Series

FTSE4Goodインデックスシリーズは、環境・社会・ガバナンスのグロ

ーバル・スタンダードを満たす企業への投資を促進するようデザインさ

れた株式指数シリーズです。

FTSE�Blossom�Japan�Index

FTSE�Blossom�Japan�Indexはグローバルなインデックスプロバイダー

であるFTSE�Russell�(FTSE�International�LimitedとFrank�Russell

Companyの登録商標)が作成し、環境、社会、ガバナンスについて優れ

た対応を⾏っている⽇本企業のパフォーマンスを測定するために設計さ

れたものです。FTSE�Blossom�Japan�Indexはサステナブル投資のファ

ンドや他の⾦融商品の作成・評価に広く利⽤されます。

MSCI�Global�Sustainability�Indexes・MSCI�Global�SRI�Indexes

各業界で⾼いESG�評価を得られた企業から構成されるインデックスで

す。

Dow�Jones�Sustainability�Index�(DJSI)

FTSE4�Good�Index�Series

FTSE�Blossom�Japan�Index

MSCI
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http://www.sustainability-indices.com/
http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good
http://www.ftserussell.com/blossom_japan
https://www.msci.com/


ECPI�Global�Developed�ESG�Best�in�class�Equity�Index

ECPI社（持続可能性投資を専⾨とした投資運⽤助⾔会社）が選定した、

ESG評価の⾼い企業で構成されるインデックスです。

STOXX�Global�ESG�Leaders

Sustainalytics社によるESGインディケーターに基づき選定したグロー

バル・リーディング・カンパニーで構成されるインデックスです。

モーニングスター社会的責任投資株式指数

モーニングスター社などが開発した⽇本企業を対象とした⽇本初のSRI

インデックスです。

ECPI

STOXX�Global�ESG�Leaders

モーニングスター社会的責任投資株式指数
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http://www.ecpigroup.com/ecpi/
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXWESGP
http://www.morningstar.co.jp/sri/index.htm



