LR 独立保証声明書
三菱重工業株式会社のマテリアリティ開示情報に関する保証
この保証声明書は、契約に基づいて三菱重工業株式会社に対して作成されたものであり、報告書の読者
を意図して作成されたものである。

保証業務の条件
ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド（以下、LR という）は、三菱重工業株式会社
（以下、会社という）からの委嘱に基づき、2020 年に設定された三菱重工グループのマテリアリティに
関する開示情報（2020 年 10 月 14 日公表。以下、報告書という）に対して、検証人の専門的判断による
重要水準において、AA1000 ASSURANCE STANDARD v3 タイプ 1－アカウンタビリティ原則の充足状況の保
証を用いて、中程度の水準の保証業務を実施した。
LR の保証業務は、会社とその国内外の連結対象子会社における運営及び活動に対して、以下の要求事項
を対象とする。
 AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES 2018 への適合性の検証
LR の保証業務は会社のサプライヤー、業務委託先、及び報告書で言及される第三者に関するデータや情
報は対象としていない。
LR の責任は、会社に対してのみ負うものとする。本声明書の脚注で説明されている通り、LR はそれ以外
のいかなる義務または責任を放棄する。会社は報告書内の全てのデータ及び情報の収集、集計、分析及
び公表、及び報告書の基となるシステムの効果的な内部統制の維持に対して責任を有するものとする。
報告書は会社によって承認されており、その責任は会社にある。

保証意見
LR の保証手続の結果、会社が全ての重要な点において、AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES 2018 に準拠
していないことを示す事実は認められなかった。この保証声明書で表明された検証意見は、中程度の水
準の保証水準、及び検証人の専門的判断に基づいて決定された。
注: 中程度の水準の保証業務の証拠収集は、高い水準の保証業務に比べて少ない範囲で行われ、拠点を訪問して元の情報を確認す
るより集約された情報に重点を置いている。従って、中程度の水準の保証業務で得られる保証水準は、高い水準の保証業務が行わ
れた場合に得られたであろう保証に比べて実質的に低くなる。

保証手続
LR の保証業務は、AA1000 ASSURANCE STANDARD v3 に準拠して実施された。保証業務の証拠収集プロセス
の一環として、以下の事項が実施された。
 関係する全てのステークホルダーを把握していることを確認するため、会社のステークホルダーの
特定および決定のプロセスを評価した。
 報告書に重要な課題が網羅されていることを確認するため、会社のマテリアリティの特定および決
定のプロセスを審査した。
 ステークホルダーが関心を持つ課題に関する対話が行われていることを確認するため、会社のステ
ークホルダーエンゲージメント手続を評価した。
 環境や社会に 重要な影響を及ぼすサステナビリティのパフォーマンスを把握し開示していることを
確認するため、会社の KPI 設定プロセスおよび情報開示の手法について検証した。
 LR はサステナビリティを担当する主要な関係者へのインタビューと、書類と関連する記録をレビュ
ーすることによってこれらを行った。インタビューは COVID-19 の世界的な感染拡大に伴う、会社の
訪問者の職場への入場制限により、Microsoft Teams を用いてリモートにより実施された。
観察事項
保証業務における観察事項及び発見事項は以下の通りである。
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包摂性
会社のステークホルダーエンゲージメントから除外されている主要なステークホルダーグループ
は発見されなかった。会社はステークホルダーを網羅的に特定しており、トップマネジメントに
よりステークホルダーへのコミットメントの表明が行われている。ステークホルダーの特定プロ
セスに関して、更なる開示が期待される。
重要性
会社の報告書から除外されているサステナビリティに関する重要な側面は発見されなかった。会
社はサステナビリティに関連する社会課題に対応するため、2020年にマテリアリティを再評価し
決定した。この過程においては、主要なサステナビリティの基準を踏まえて課題の抽出が行われ、
会社とステークホルダーの双方の観点から重要性の決定が行われている。
対応性
会社はステークホルダーの関心を把握し、対応するプロセスを有している。会社は定期的に有識
者との懇談や様々なステークホルダーとの対話を実施しており、2020年に行われたマテリアリテ
ィ決定のプロセスでは、ステークホルダーの意見を聞き取り、修正を反映して決定されている。
マルチステークホルダーとの対話に関して、更なる開示が期待される。
インパクト
会社はサステナビリティのパフォ－マンスに関するデータ及び情報を収集し開示するためのシス
テムを確立している。会社は統合報告書やESGデータブックを通じて情報を開示しており、ステー
クホルダーの関心が高い情報については第三者保証を受けている。2020年に決定したマテリアリ
ティに基づき、重要な指標に関するKPIの設定を進めている。

基準、適格性及び独立性
LRはISO14065 温室効果ガス－認定又は他の承認形式で使用するための温室効果ガスに関する妥当性確認
及び検証を行う機関に対する要求事項、ISO17021-1適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を
行う機関に対する要求事項 – 第1部：要求事項 の認定要求事項に適合する包括的なマネジメントシステム
を導入し、維持している。これらは国際会計士倫理基準審議会による国際品質管理基準1と職業会計士の
倫理規定における要求も満たすものである。
LRはその資格、トレーニング及び経験に基づき、適切な資格を有する個人を選任することを保証する。
全ての検証及び認証結果は上級管理者によって内部でレビューされ、適用された手続が正確であり、透
明性があることを保証する。
LRは会社に対して、サステナビリティ情報の保証、ISO9001、ISO14001、ISO45001の認証を実施している
機関である。LRが会社に対して実施した業務はこの検証及びこれらの保証、認証のみであり、それ自体
が我々の独立性あるいは中立性を損なうものではない。
日付：2021 年 3 月 2 日
署名

小田村 尚
LR 主任検証人
ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド
神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-1 クイーンズタワーA 10F
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