
Feedback Report

S&P Global Feedback Report | 1

Feedback Report
Feedback Report / フィードバックリポートをご使用いただくことにより、同業 
他社に対する貴社のサステナビリティパフォーマンスをベンチマーキングし、改善 
すべき主要な分野について深い知見を得ることができます。本サービスは、貴社の 
サステナビリティパフォーマンスについて、選択した 5 つの S&P グローバルによる 
Corporate Sustainability Assessment（CSA: コーポレート・サステナビリティ評 
価）基準に対し、質問レベルでのベンチマーク統計と定性的ギャップ分析の 
結果をレポートするものです。

レポートの内容
レポートはプレゼンテーション形式で以下の内容 
を含みます。
貴社と同業他社のベンチマーキング

 – ディメンジョンと合計スコアレベルで同業他社 
と比較した 4 年間のトレンド分析

 – 各サステナビリティディメンジョンについて、 
業界最高スコアおよび中央値と比較して関連基 
準のパフォーマンスを分析しレーダーチャート 
で表示。また、トップパフォーマー企業とスコ 
アの近い他社のヒートマップを表示

5 つの CSA 基準について、最大 7つの主要な質問に 
ついて分析

 –  アスペクト別のギャップ分析
 – 評価で重視する点、期待される実践、質問の論 

理的根拠など、CSA のアプローチについて説明
 – 基準のランク付けとトップパフォーマー企業お 

よびスコアの近い他社の特定
 – 基準レベルで同業他社と比較した 4 年間のトレ 

ンド分析
 – 主要な質問について最高のパフォーマンスを発揮した

会社と比較した、貴社のパーセンタイルランク(%)
 – 特定したギャップについて、リーディング企業の 

実践事例（データがある場合）
CSA エキスパートによるレポートに関する 1 時間 
の電話セッション

サービスの利用方法
Feedback Report はオンラインで直接注文でき  
ます。貴社のアカウントで  
https://portal.csa.spglobal.com/survey/にログ 
インしてください。
必ず貴社の CSA 管理者アカウントでログインし 
てください。[Benchmarking] タブの下の [Report] 
タブを開きます。[Order Feedback Report]をクリ 
ックします。
レポートで詳しく知りたい基準を 5つ選択でき 
ます。貴社が同業他社と比較して最大の加重ギ 
ャップを経験し、ギャップ分析で最大の付加価 
値を提供できる 5つの基準から 7 つの質問をお 
選びします。7つの質問を貴社で選択されたい場 
合はお知らせください。特に指示がない限り、 
回答されなかった質問については分析から除外 
されます。

レポートの受け取り時期
オンライン注文インターフェースに納入時期が表示されま
す。納入時期は、アナリストの稼働状況や本サービスに対
する全体的な需要によって異なります。ご注文をいただい
てから 4～6週間の納期を目標としています。

レポートサービス料金
Feedback Report と説明セッションのサービス料金は 
3,490 ユーロ（VAT(付加価値税)を除く）です。お支払いは
クレジットカードまたは請求書をご利用いただけます。

「Feedback Report は、CSA において最も重要な分野のギャップを特定し、サステ 
ナビリティパフォーマンスとレポートをさらに改善するために必要な対策を実施す 
る上で非常に役立ちました。特に、ベストプラクティスの事例と詳細なフィードバ 
ックを与えてくれた電話セッションは、当社に大きな価値をもたらしました。」
– Ursula Mathar、サステナビリティ・ヘッド、BMW グループ

https://portal.csa.spglobal.com/survey/
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サステナビリティパフォーマンスに対する深い知見
Feedback Report はプレゼンテーション形式でお渡しします（約 30 ページ）。下に掲載しております 
サンプル版のスクリーンショットで、レポートの分析内容の概要をご確認ください。サンプル版に記 
載されている情報はイメージ（例示）です。

マネジメント概要セクション

4 年間のトレンド分析 
企業と業界の比較
ESG パフォーマンスを真に理解するには、複数年に 
わたるトレンド分析で貴社と他社のパフォーマンス 
を比較する必要があります。貴社は他社から遅れず 
に発展していますか？貴社はトレンドよりも優れた 
パフォーマンスを発揮していますか？あるいは、他 
社が貴社のリーダーシップポジションに追いついて 
きていますか？このチャートは、貴社の S&P グローバル 
ESG スコアを四分位別の業界スコアの分布、および業界
平均と比較してプロ ットしたものです。

貴社と貴社の所属する業界のパフォー 
マンスについて解説
マネジメント概要では、貴社と貴社の所属する業 
界のパフォーマンスを比較して視覚化します。 
この情報は貴社内でのディスカッションに役立ちます。 
最初のスライドでは、合計スコアとディメン 
ションレベルでのパフォーマンス、および最も 
重要な基準に注目します。その中には、S&P グロ  
ーバル ESG スコアで最も高いスコアを獲得した企 
業のランキングと貴社とスコアと近い競合他社につ 
いて、年単位のランキング変動と関連する  
DJSI メンバーシップについても含まれます。

最も重要な基準 
パーセンタイルランクのヒートマップ
カラーコードで色分けされたヒートマップ表で各企 
業のパーセンタイルランクがひと目で分かります。 
上位ランクはグリーン、下位ランクになるほどレッ 
ドに近づきます。この中には合計パーセンタイルラ 
ンクに基づいたリーディング企業と貴社とスコアの 
近い他社が含まれます。この表からは、これらの 
企業と比較した貴社の相対的なパフォーマンスを素 
早く分析できます。
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基準ダッシュボード
このレポートセクションでは、選択した 5 つの基 
準について貴社のパフォーマンスを視覚的に示し 
ます。貴社の相対的なランキングと競争環境を理 
解できます。ボックスプロット図は業界における 
基準スコアの分布を示しており、貴社の 4 年間の 
パフォーマンスのトレンド分析ができます。ギャ  
ップ分析用に選択された質問に対するパフォーマ 
ンスが強調表示されます。

最も重要なアスペクト
サステナビリティの各アスペクトで最も重要な基 
準は、ビジネス価値ドライバーへ与える影響の可 
能性と大きさを判断することによって選択されます。

ギャップ分析
アスペクトごと、項目ごとの貴社の評価レビュー 
によって質問が選択されます。この分析によって 
CSA への貴社の回答がどのように評価されたかを 
詳細に理解できます。アイコン表示で貴社の強み 
と改善すべき領域を素早く視覚的に把握できます。 
提供された情報がフルポイントに対して十分では 
なかった領域が強調表示され、期待される実践と 
のギャップが説明されます。

最大 5つの基準で 7つの質問に対するギャップ分析 
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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 https://www.spglobal.com/en/terms-of-use.

Copyright© 2021 S&P Global Inc. All rights reserved.

「Feedback Report を利用して、 
CSA の方法論と期待される実践を 
より深く理解し、内部ポリシー、戦 
略、ガイドライン、そして実践を改 
善しました。」
– コンプライアンス・オフィサー、アジアの通信会社

「Feedback Report のセクションの 
内容をまとめ、関係するチームにフ 
ィードバックを提供しました。電話 
セッションはプロセスを深く理解す 
るのに役立ちました。また、当社の 
改善点について参考になる事例をさ 
らに知ることができました。」
– サステナブル事業・通信担当、グローバル個人用品企業

「社内のサステナビリティへの理解 
をさらに深め、具体的な改善に役立 
てています。」
– 企業サステナビリティ・事業管理担当、欧州の製薬企業

「Feedback Report は品質が高く、 
利用しやすいレポートです。電話セッ 
ションは、自社の回答に対する独自 
のフィードバックを得る貴重な機会です。」
– Cecily Joseph、バイスプレジデント、企業責任担当  
  Symantec Corporation

「Feedback Report のおかげで、社内 
分析を精緻化し、自社の強みと勝機 
を見つけ、ESG パフォーマンスを改 
善するためにどのアスペクトを実践 
していく必要があるか、そして評価 
を上げるためにはチームがどのアス 
ペクトのレポートを改善する必要が 
あるかが分かりました。」
– Claudia de la Vega、企業開発ディレクター 
  Walmart de México y Centroamérica

「Feedback Report をもとに行動計画
を作成し、経営陣に伝えました。」
– パフォーマンス・マネージャー、欧州の電気部品・電 

 気機器企業

このサービスの活用事例
Feedback Report をご利用いただいたお客様に、本サービスの活用方法をお訊きしました。 
お客様からの回答の一部をご紹介します。
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