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第三者意見
　企業はビジネスを通じて、ステークホルダーや社会に対して

さまざまな「インパクト」（影響）を与えています。マイナス面の

インパクトを最小化し、プラス面のインパクトを最大化すること

が、今日のグローバル企業に求められている社会的責任といえ

るでしょう。その観点から、貴社のCSR報告書に関する意見

は以下の通りです。

　まず、国連「持続可能な開発目標」（SDGs）に掲げられて

いる社会的課題解決への貢献を、事業活動と一体の取り組み

として複合的に実践している点を評価します。

　例えば、「水素サプライチェーン実証事業」（特集①）は、気

候変動・エネルギーの課題と併せて、産業インフラや地方創

生の課題に対しても同時にアプローチする試みです。また、「海

洋エネルギー開発事業」（特集②）では、タイの経済発展、雇

用創出、人材育成に長期的にコミットし、現地に根差した形

で活動を続けています。「下水汚泥固形燃料化事業」（特集③）

は、我々の生活に身近な都市問題と環境問題に関連する取り

組みです。

　さらに「情熱・先端Mission-E」は、貴社がビジネスで扱

っている技術と社会テーマをそのままリアルにスケールダウン

した、ユニークで実践的な次世代教育といえます。そして、こ

れらの活動の随所に、社員自身がイノベーションを創り出し成

長していく姿を見ることができます。

　製品による直接的な貢献だけでなく、社会の仕組みづくり

や人材育成を併せた複合的な貢献を、これだけ大きなスケー

ルで実践できることは、貴社ならではのCSRといえます。

　一方、マイナス面のインパクトに関しては、ステークホルダ

ーへの影響を特定し評価するための情報開示が不足しており、

実績・進捗の開示を拡充することを望みます。

　CSR基本方針の７つの領域ごとに方針や活動内容を簡潔

に解りやすく記している点は評価しますが、昨今、財務情報だ

けでなく、ESGに関する非財務情報が、企業を評価する際の

基礎的材料として重要になっており、特にグローバル企業にと

って今や必須といえる、環境負荷やサプライチェーン、労働慣

行に関する貴社の情報開示は決して十分とはいえません。

　トップメッセージで語られている通り、藤原社長自らがサス

テナビリティを経営判断の重要な指標と位置づけ、事業活動

とCSR活動を一体で推進していることは大きな強みといえま

す。今後は、「GRIスタンダード」やESGに関する各種の投資

指標、また国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を参考に、

積極的に情報開示することでグローバル基準の透明性を確保し、

グローバル企業としての評価を一層高めていかれることを期待

しています。
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