
Benchmarking Database

Benchmarking Database 
Benchmarking Database (BDB:ベンチマークデータベース）は、S&P Global によるCorporate 
Sustainability Assessment (CSA:コーポレート・サステナビリティ評価）の結果を細かくベンチ 
マーキング分析できる便利なオンラインツールです。コミュニケーション時のサポート資料となる
数年にわたるトレンド分析とチャートをご提供します。CSAに関与する部署での競争意識の向上
や、投資家やNGOが貴社のパフォーマンスについて理解を深めるのにお使いいただけます。
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BDB Basic (BDBベーシック） 
今すぐご利用いただける強力な機能
無料版では、主要機能をご利用いただけます。

合計スコア、ディメンジョンレベル、基準レベルでの分析
–  過去4年間の貴社CSAスコア、業界の平均スコアとベスト 

スコア（データがある場合）/2019年からは質問レベル 
までデータ使用が可能

–  貴社のスコアと基準レベルに対するパーセンタイルラ
ンクを各年ごとに比較

–  ウェイトギャップ列では、業界で最高スコアを獲得した 
企業と貴社のスコア差を縮めると貴社のトータルスコアに 
どう影響が出るかを表示

合計スコアとディメンジョンレベルでの分析
–  過去4年間のトータルスコアとディメンションスコアレベル
（経済的・環境的・社会的）における業界の上位5社と、貴

社に最も近い競合他社4社の結果（データがある場合）
–  業界と貴社のスコアを比較したグラフ表示など、最大

4年間のトレンド分析

BDB Starter (BDBスターター） 
 質問レベルまでの包括的
なベンチマーキング
BDBベーシックの機能に合計スコア、ディメンジョン、基準、
質問レベルでの分析が加わります。
–  企業の総リストを含んだ結果表
–  貴社と同業他社の結果を比較した数年にわたるトレンド

分析チャート（データがある場合）
–  全スコアレベルで貴社と同業他社のパフォーマンスを把握
–  貴社と最も関連性の高い地域でフィルタリング

BDB Expert (BDBエキスパート）/ 
高度にカスタマイズしたベンチマー
キングで、さらに深いインサイトへ

BDBエキスパート・パッケージでは、どの企業ともパフォーマ
ンスの比較・評価ができます。
異業種企業のベンチマークや、様々な業界に属する企業を
集めた独自のピアグループ作成も可能です。
BDBスターターの機能に下記がプラスされます。
–  カスタマイズされた統計情報、結果表、トレンドチャート 

などのベンチマーキング・オプションを通じた
貴社と下記対象の比較

 –  特定のインデックス・メンバー
 –  異業種企業も含む、カスタマイズされ

た独自のピアグループ
–  改善点の優先順位付けに役立つ追加の統計的洞察
 –  質問レベルまで合計スコアのギャップを埋めた場合

の潜在的な影響について
 –  最高スコアを獲得した企業と貴社のパフォーマンス

を比較し、パーセンテージで表示
–  結果テーブルのエクスポート機能（CSV形式）

このデータベースは、自社のパフォーマンスの 
傾向を質問レベルまで分析するのに非常に役 
立ちます。当社では情報を経営陣や関連のあ 
る専門家と共有しています。チームのモチベ 
ーションが上がり、CSAへの参加に大きな価 
値を見出しています。」
サステナビリティ・グローバルヘッド、欧州の小売り銀行

「
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BDBパッケージをアップグレードし、貴社のパフォーマンスに関する詳細をご 
入手ください。社内の特定分野における専門家や経営陣への包括的なフィード 
バック、外部ステークホルダーへの効果的な業績伝達にご利用いただけます。

ベンチマーク分析サンプル：BDBベーシックとBDBスターターの比較

ここでは、サンプルの企業を貴社と仮定します。
BDBベーシックの機能を使用すると、Operational Health 
and Safety（労働安全衛生）の面で貴社のパフォーマンスが
前年比で大幅に改善したことがご覧いただけます（[1] スコ
ア+20、パーセンタイルランク +14）。
しかしながら、リーディング企業 [2] は91ポイントを獲得して
いるため、貴社と業界における最高スコアにはまだ開差が
あることがわかります。

BDBスターターではさらに詳しいフィードバックの提供が可
能です。結果表では、貴社と同業他社の比較を表示します。
3年間続いたサステナビリティ・スコアの低下傾向が解消し
ています。[3] 貴社（黒線）は第2四分位を脱し業界の上位
25%（色の濃い領域）に達しています。

スクリーンショット　BDBスターター: 貴社と所属業界

BDBスターターのパッケージ・サービスでご利用いただける
地域別フィルターを同地域のみに設定すると[4]、貴社スコア 
は今年の最高値であることがご覧いただけます。

選択した地域内では過去4年において貴社のスコアが最
高値であり[5]、スコア低下傾向がみられた3年間におい
ても同様の結果です。

スクリーンショット BDBスターター: 貴社と地域比較
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BDBエキスパートへのアップグレードで、経営陣・専門家や外部のステーク 
ホルダーにとって最も関連性が高いピアグループをカスタマイズし、
貴社のパフォーマンスをベンチマークすることができます。

ベンチマーク分析サンプル：BDBエキスパート
この例では、貴社と同じ業界と異業種から手動で選択した
企業で構成するカスタム・ピアグループを使用します。
業界間の比較は、コーポレートガバナンスなどの一般的な
基準に最適です。BDBエキスパートのスクリーンショットで

は、貴社は上位25%に含まれ、2019年には [6] カスタム・ピ
アグループを上回った状況がご覧いただけます。2020年の
貴社のポジション [7] はピアグループ内のリーディング企業
の96%に相当します。

スクリーンショット BDBエキスパート: 貴社とカスタム・ピアグループ

ボタンをクリックするだけで、上記の結果を同業界のみに限
定し、貴社のパフォーマンスと比較することができます。 
下のスクリーンショットでは、過去4年間、貴社スコア [8] が 
一貫して上昇している状況がご覧いただけます。

しかしながら、中央値と平均値（破線）も上昇し貴社スコア
に接近しているため、貴社業界での競争が厳しくなっている
ことがご理解いただけます。 

スクリーンショット BDBエキスパート: 貴社と特定の業界

S&P Global Benchmarking Database | 3

 当社では、カスタムグループ内のスコアとのギャップやパフォーマンスの傾向を分析するのにBDB 
エキススパートを使用しています。自社の強みと改善すべき領域に優先順位を付け、ギャップを埋め 
るために社内の関係者に協力してもらうことが狙いです。」
 グローバル・サステナビリティ・マネージャー、北米のコンピューター・周辺機器メーカー

「
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お客様のニーズに最適なサブスクリプション・メニューをお選びください。
Benchmarking Database (BDB:ベンチマークデータベース） BDBベーシック BDBスターター BDBエキスパート

ご利用いただけるパラメーター

スコア

合計スコア、ディメンジョン、基準、質問平均スコア

ベストスコア

年ごとのスコア変動（前年比）

合計、ディメンション、基準パーセンタイル

年ごとのパーセンタイル変動（前年比）

ベストパフォーマンス企業とのウェイトギャップ
（ウェイトを掛けたスコアギャップ）

合計、ディメンション、基準

合計スコア、ディメンジョン、 
基準、質問

ウェイト

すべてのギャップが解消された場合のトータルスコアへの影響
要アップグレードベストスコアとの比較（％表示）

スコアと企業名を含む結果表
合計とディメンション（上
位5社＆最も近い競合他
社4社に限定）

合計スコア、ディメンジョン、基準、質問
（該当するフィルターが適用された全企業）

ベンチマークとの比較による貴社の4年間の傾向分析チャート 合計スコア、ディメンジョン 合計、ディメンション、基準、質問（データがある場合）

上記パラメータに対応するフィルター：

評価年

スコア日付

検索機能

地域・国 　要アップグレード

インデックス・メンバーシップ
要アップグレード

カスタム・ピアグループ 業界を問わず無制限

質問スコアをXLSファイルとしてエクスポート

概要表をXLSファイルとしてエクスポート 標準 任意の地域フィルターを
適用可能

選択したピアグループに任意
のフィルターを適用可能

結果表をCSVファイルとしてエクスポート 要アップグレード

サービス料金 無料 990 ユーロ 2,990 ユーロ
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データベースへのアクセス方法
ベンチマークデータベースのご利用は、S&Pグローバルに
よるコーポレート・サステナビリティ評価(CSA)の対象企業
の皆様限定です。CSAポータルにご登録後、データベースを
ご利用いただけます。
Portal.csa.spglobal.com/surveyへアクセスし、ログインま
たはご登録ください。最新の評価年度のデータや過去デー
タがある場合は履歴データもご利用いただけます。データ
ベースはアクセスの付与から1年間ご利用可能です。
100%返金保証
まずはお試しください！サービスにご満足いただけるよう返
金保証期間を10日間ご用意しています。サービス解約をご
希望の際は、アクセス付与から10日以内にご連絡ください。

他のサービスをご購入いただいた場合
割引料金2,000ユーロでBDBスターターからBDBエキスパ
ートにアップグレードいたします。Company Benchmarking 
Report (CBR)をご購入いただいた場合は、BDBエキスパー
トを無料でご利用いただけます。BDBへのアクセス料金を
既にお支払いいただいている際は、その金額が同じ評価年
度の CBR の料金から差し引かれます。

お問い合わせ

S&P Global Switzerland SA
Zurich Branch, Josefstr.218, 8005 Zurich, Switzerland 
+41-44-529-5170
esgbenchmarking@spglobal.com

Important legal information
All information,  data or material, including ratings or scores (all such information, “Content”), contained in this report and other reports, materials, or websites of 
S&P Global Inc. and its   subsidiaries is the exclusive property of S&P Global Inc. or its relevant subsidiary and may not be copied or reproduced in any form except 
with the prior written permission of S&P Global Inc. A reference to a particular investment or security, a score, rating or any observation concerning an investment 
or security that is part of the Content is not a recommendation to buy, sell or hold such investment or security, does not address the suitability of an investment or 
security and should not be relied on as investment advice. See additional Disclaimers at www.spglobal.com/en/terms-of-use.
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