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2020 年 6 月 11 日 

 
お客様各位 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

 
民間企業 19 社で構成する「ESG 情報開示研究会」の発足と参画について 

 
ゴールドマン ・サックス・アセット・マネジメント株式会社 （代表取締役社長 桐谷 重毅）は、このたび、2020

年 6 月下旬に発足予定の一般社団法人 ESG 情報開示研究会（以下、本研究会）に参画することを決定しま

した。本研究会は、発足時点で民間企業 19 社にて構成し、社会の持続的な発展と、企業が自らの価値を高

め成長することを調和させる仕組みの創造をめざし、ESG 情報開示に関する研究活動を行います。本研究会

の代表理事には、青山学院大学名誉教授・東京都立大学特任教授 北川 哲雄氏が就任し、研究を監修する

座長を兼務します。 
 
■ 本研究会発足時の参画企業（50 音順） 

味の素株式会社 アセットマネジメントOne株式会社 
EY Japan 花王株式会社 
KDDI株式会社 KPMGジャパン 
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 ゴールドマン・サックス証券株式会社 
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス SOMPOホールディングス株式会社 
武田薬品工業株式会社 有限責任監査法人トーマツ 
東京電力ホールディングス株式会社 日本生命保険相互会社 
PwC Japanグループ 株式会社日立製作所 
株式会社みずほフィナンシャルグループ 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社  

 
近年、資本市場において、環境・社会・ガバナンス(ESG／Environment、Social、Governance)の観点で

投資判断評価を行うESG投資が活発化しており、また、企業ではESGに関する情報開示や機関投資家をは

じめとするステークホルダーとのエンゲージメントを効果的かつ効率的に行うことが課題となっています。本研

究会は、ESG 情報開示・エンゲージメントのさらなる発展に向け、情報開示のための指標の検討やステークホ

ルダーが参画するプラットフォーム構築などをはじめとしたインフラを整備することで、企業とステークホルダー

の相互理解を深め、ESG に取り組む企業のさらなる企業価値の向上に貢献することを狙いとしています。 
 
本研究会は、ESG 情報開示を行う企業だけでなく、国内外の機関投資家や監査法人・会計事務所グルー

プのプロフェッショナルなどさまざまなステークホルダーが参加することで、ESG 情報開示のあり方を多様な視

点から検討します。また、実務に活用可能な実践的なフレームワークの作成をめざし、机上の検討に留まらず、

実際の情報開示業務に沿った実証まで行うことを予定しております。 
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具体的には、従来の ESG 情報開示の国際的なフレームワークでは評価の難しかった日本固有の特色など

を加えたモデル指標の探究や、効果的かつ効率的な情報開示・エンゲージメントを行うためにどのようなインフ

ラを整備すべきかについてまとめていく予定です。 
研究活動の期間は 2 年間を予定しており、研究成果はホワイトペーパーとしてまとめ、国内外の企業・機関

投資家などに広く活用してもらうために公表します。研究期間中は、研究成果を紹介するイベントや情報発信

を積極的に実施するとともに、参加者も随時募っていきます。 
  
 
 
■ ESG 情報開示研究会に関するお問い合わせ先 
一般社団法人 ESG 情報開示研究会設立準備事務局 
株式会社日立製作所 グローバル渉外統括本部内[担当：増田様、廣田様] 
〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 
連絡先 contact-edsg@ml.itg.hitachi.co.jp 
 
 
 

以上 
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Establishment of and Participation in the ESG Disclosure Study Group 
Comprised of 19 Companies in the Private Sector 

 

Tokyo, June 11, 2020 – Goldman Sachs Asset Management Co. Ltd. today announced that it will 

take part in the ESG Disclosure Study Group (a general incorporation association; “the Study Group”) 

which is planned to be established in late June 2020. At the time of its creation, the Study Group will 

consist of 19 private sector companies and will carry out research related to ESG information 

disclosure with the goal of creating a mechanism to establish harmony between the sustained 

development of society and the individual efforts of companies to enhance corporate value and 

growth. Mr. Tetsuo Kitagawa, Professor Emeritus at Aoyama Gakuin University and a specially 

appointed professor at Tokyo Metropolitan University, will assume the post of Representative 

Director of the Study Group and concurrently serve as Chairperson to supervise the Study Group’s 

research. 

 

Companies participating upon the creation of the Study Group (in the order of the Japanese 

syllabary) 
Ajinomoto Co., Inc. Asset Management One Co., Ltd. 
EY Japan Kao Corporation 

KDDI Corporation KPMG Japan 
Goldman Sachs Asset Management Co Ltd. Goldman Sachs Japan Co., Ltd 
Seven & i Holdings Co., Ltd. Sompo Holdings, Inc. 

Takeda Pharmaceutical Company Co., Ltd. Deloitte Touche Tohmatsu LLC 
Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated Nippon Life Insurance Company 

PwC Japan Group Hitachi, Ltd. 
Mizuho Financial Group, Inc. Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. 

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.  

 

In recent years, ESG investment, which considers environmental, social and governance factors in 

investment decisions and appraisals, has accelerated in capital markets, while companies face the 

challenges of ESG information disclosure and efficient and effective stakeholder engagement, 

including with institutional investors. Toward the further development of ESG information disclosure 

and stakeholder engagement, the Study Group aims to promote and deepen mutual understanding 

between companies and their stakeholders and contribute to the enhancement of the corporate value 

of companies that are committed to their ESG efforts, by constructing infrastructure including studies 

on indicators for information disclosure and development of platforms in which stakeholders 

participate. 
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In the Study Group, stakeholders from a variety of fields, including not only companies that conduct 

ESG information disclosure but also institutional investors in and outside Japan and professionals 

from audit and accounting firms, will study approaches toward ESG information disclosure from 

different perspectives. Moreover, the Group’s activities will not be confined to academic study but 

will include substantive research in line with actual information disclosure operations, with the goal of 

formulating a practical framework that can be applied in actual operations.    

In concrete terms, the Study Group plans to identify the infrastructure that needs to be developed 

to explore model indicators that reflect the characteristics indigenous to Japan, among other things, 

as evaluations of these characteristics are difficult under the existing international framework for ESG 

information disclosure, and to ensure efficient and effective information disclosure and stakeholder 

engagement. 

The research is expected to continue for two years. Research results will be summarized into a 

white paper and be released to ensure wide access to companies and institutional investors in and 

outside Japan. During the research, the Study Group will positively transmit information and hold 

events to share research results and recruit participants as needed.  

 

 

Inquiries regarding the ESG Disclosure Study Group: 

Organizing Secretariat, ESG Disclosure Study Group (a general incorporation association)   

Contact: contact-edsg@ml.itg.hitachi.co.jp [Persons in charge: Masuda, Hirota] 

 

 

 

 


