
年30回の研究会・ウェブセミナーと
「日経 ESG」での情報発信、
第1回 ESGブランド調査を実施

先進企業に欠かせない会員制組織
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「ESGメインストリーム（本流）」を見据えて

　私たちは時代の一歩先を読んだ他では聞けない研究会やセミナー
を開催し、会員企業の皆様のニーズに応えます。新型コロナなどの
感染症への対策として、ウェブセミナーを開催するなど情報提供の
方法を多様化しています。
　英フィナンシャル・タイムズ（FT）で会員のロゴ入り広告を1面で
掲載するなど、海外への情報発信も強化しています。ESGへの関心
の高まりを受け、従来の環境ブランド調査を「ESGブランド調査」
に変更し、2020年10月に結果を公表しました。
　この他日本経済新聞社の日経SDGsフォーラムと年間を通じて

「日経SDGsフェス」を共催するなど、会員企業の情報発信の場を広
げています。FT、QUICKなどとの連携を強化し、日経グループの総
力を挙げてESG 経営をサポートします。

時代の一歩先を読んだ独自のセミナーを開催
日経グループの総力で会員企業をサポート
　コロナ禍にあってもESG経営を重視する流れは止まりません。
ESG経営を資金面から後押しする動きは加速しています。株式市場
におけるESG投資の拡大はもちろん、ESG債券の発行も増えてい
ます。国内企業の2020年度発行額は、既に1兆6000億円を超えて過
去最高になりました。海外でも米検索大手グーグルの親会社、アル
ファベットが2020年8月、約6000億円のESG債を発行しました。
　日経ESG経営フォーラムは、ESGが企業運営の中心となる「ESG
メインストリーム（本流）」の時代を迎え、これからDX（デジタルト
ランスフォーメーション）やHR（人的資源）などと結びついて経営
にさらなるインパクトを与えていくと考えています。また米国新大統
領が推進する「バイデンエコノミー」や「グリーンリカバリー」といっ
た時代を捉えたキーワードにも注目しています。
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情報発信
情報収集
調査・分析

活動の柱1　P6へ

活動の柱2　P8へ

活動の柱3　P10へ

▶︎ 日経ESG経営フォーラム 活動の3つの柱
01

02

03

日経グループが2020年8月31日から9月5日に開催した「日経SDGｓフェス」（写真左）、新型コロナの感染防止のためウェブセミナーを実施（写真中央）、
特別会員限定で2020年9月に開催した朝食意見交換会には多くの経営者が参加した（写真右）

月刊誌「日経ESG」でインタビューや企業活動紹介、メッセージ広告を出すことができます。

ESG活動に必要な情報を年30回の研究会やウェブセミナーなどを通してお届けします。

約2万人に回答していただく「ESGブランド調査」の詳細な結果を提供します。

パンフレットの記載内容はウェブでもご覧になれます。詳しくは、https://nkbp. jp/ESGF
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情報
発信

情報
収集

調査･分析

   日経ESG 経営フォー ラムの主なスケジュール
1

January
2

February
3

March
4

April
5
May

6
June

「財務のプロが解説 投資家が選ぶ企業の条件」（大阪開催）
日経グループが開催する「日経SDGsフェス」新型コロナ対策でウェブセミナーを開催

日経ビジネス、日経ESG誌面で毎月、会員のロゴ入り広告掲載 年1回、日経ESGの編集誌面で会員紹介日本経済新聞で会員のロゴ
入り広告掲載

トップミーティング
「伊藤邦雄氏との
朝食意見交換会」
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年間合計30回！

充実の研究会、
ウェブセミナー

（詳細→P8）

競合比較ができる！

ESG
ブランド調査

（詳細→P10）

   日経ESG 経営フォー ラムの主なスケジュール
7
July

8
August

9
September

10
October

11
NovemberJune

12
December

BSテレ東「日経プラス10」（毎週月〜金曜夜10時放送）で紹介
「ESGブランド調査」調査結果報告書と
分析用CD（非売品）送付

東京サステナブル・シーフード・シンポジウム2020

FTで会員のロゴ入り広告掲載

NYで米国のESG最前線を視察（2019年）

日経ESGバックナンバーDVD送付

日経グループが開催する
「日経SDGsフェス」

日経ESGの編集誌面で
毎号紹介！

会員企業の
最新の取り組み

（詳細→P6）

詳しくは、https://nkbp. jp/ESGF
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ウェブライブ中継による情報発信

年間を通じて開催する「日経 SDGs フェス」ではウェブライブ中継が好評です。
特別会員向けに経営トップの動画撮影サービスを始めました。

日本経済新聞社の日経 SDGs フォーラムと連携し、年間を通じて「日経 SDGs フェス」を共催しています。
会員企業が登壇するウェブライブ中継は、多くの方に視聴していただいています。アーカイブ配信でさらに視聴者数が伸びています。

ウェブラ イブ 中 継 が 好 評
経 営トップの 動 画 撮 影 開 始

情報発信01活動の柱

「日経SDGsフェス」（2020年8月〜9月） 日経チャンネルでは「日経SDGsフェス」のアーカイブも視聴できる
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日経ESG誌面での紹介

ウェブサイトやメルマガでの配信

未来戦略インタビュー 企業活動紹介

広報活動（会員のロゴ入り広告）

（日経ESG　2021年1月号） （日経ESG　2020年12月号）

■ 会員限定ウェブサイトで研究会の予定を紹介 ■ 毎月第1・3・5水曜日配信のメルマガ

日経 ESG では会員企業の経営者が登場する「未来戦略インタビュー」が好評です。経営トップ
のインタビューでは特別会員向けに動画を撮影するサービスを始めました。インタビュー
の動画は日経 ESG 経営フォーラム（以下、フォーラム）のホームページへアップします。

フォーラムの活動を
紹介したメルマガを
毎月第1・3・5水曜日に
配信します。会員限定
ウェブサイトで研究
会の予定をカレンダー
形式で紹介するほか、
ロ ゴ 入 り 会員一覧 も
掲載しています。

新聞や雑誌を通してフォーラムのメッセージをお伝
えします。

情報発信01

日本経済新聞（2020年8月21日朝刊）

フィナンシャル・タイムズ全世界版
（2020年12月15日）

日経ESG（月刊誌）毎号掲載／日経ビジネスは毎月1回掲載

経営者インタビューの紹介映像を撮影
（特別会員向け新サービス）
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新型コロナなどの感染症対策としてウェブセミナーを充実させています。
これまでに開催した100以上の研究会・セミナーの動画を視聴できます。

ウェブセミナーが充実
100 超の動画を視聴できる

情報収集02活動の柱

2020年9月、トップミーティング 
「経営層と一橋大学CFO教育研究
センター長、伊藤邦雄氏との朝食
意見交換会」2020年2月、「財務のプロが解説　投資家が選ぶ企業の条件」（大阪開催） 2020年7月、「ダイバーシティと企業価値向上」（東京開催）

研究会・トップミーティング
年間30回、フォーラム会員限定の研究会は、初心者向けから専門性の高いものまで各レベル
に合わせた内容を用意しています。特別会員限定のトップミーティングは朝食会形式で実施
しています。
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情報収集02

2020年11月公開、「ダイバーシティと企業価値向上　その取り組みと企業文化」

2018年4月以降に開催した50以上の
研究会・セミナーの動画を分野別に検索できる

ウェブセミナー・録画セミナー
新型コロナなどの感染症対策と
してウェブセミナーを開催して
います。研究会やセミナーの動
画 を イ ン タ ー ネ ッ ト 配信 に よ
る 動画配信 サ イ ト「IBM Video 
Streaming」（旧 Ustream）で視聴
いただけます。会員限定ウェブ
サイトから100以上の研究会・セ
ミナーの動画を視聴できるほか、
2018年4月以降に開催した50以
上の研究会・セミナーの動画を分
野別に検索できます。

バックナンバーDVD

視察ツアー

会員の皆様には「日経ESGバックナンバーDVD」を
毎年、年末にお届けします。この他、日経ESGを毎号、
特別会員には5冊、一般会員には2冊お送りします。

2019年7月、3泊5日でニューヨークを視察しました。
国連や企業、NGO、大学などを訪問し、米国の ESG
経営の最新動向を学びました。
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2020年10月、第１回 ESG ブランド調査の結果を公表しました。
560社を対象に約2万人が回答した調査は大きな反響を呼びました。

第1回 ESGブランド調査実施
560社を対象に約2万人が回答

調査・分析03活動の柱

BSテレ東「日経プラス10」（毎週月〜金曜夜10時放送）で紹介 日本経済新聞（2020年10月6日朝刊） 日経ESG（2020年11月号）

各メディアが結果を紹介
環境（Ｅ）、社会（Ｓ）、ガバナンス（Ｇ）、インテグリティ（誠実さ）の4つの視点から企業のESG
活動に対するブランドイメージをランキングにしました。初めての大規模なESGブランド
調査は各メディアで取り上げられました。
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ESGブランド調査
調査・分析03

ESGブランド指数ランキング１位のトヨタ自動車、大塚友美氏（写真右）
に日経BPの浅見直樹常務から表彰盾が贈られた（2020年11月）

会員限定の調査結果報告書で競合比較ができる
一般の消費者やビジネスパーソン約2万人に回
答していただく「ESG ブランド調査」は2020年
5月下旬～6月末の約1カ月間実施し、10月に結
果を公表しています。調査対象は560企業ブラ
ンドで、全ブランドの分析用データを収録した
CD 付きの詳細な調査結果報告書を、会員限定
でお届けしています。この CD を使うと競合比
較など詳細なデータ分析が可能です。調査結
果の概要は日本経済新聞や日経 ESG などで報
じられています（毎年4月1日時点の会員企業が
調査対象になります）。

個別企業のESGブランド指数の経年比較や属性別
データに関する評価などを分析

ESGブランド指数を、競合企業
など他社と比較して分析できる

個別企業のデータの詳細な分析 ESGブランド指数を競合企業などと比較

「ESGブランド調査」 調査
結果報告書 と 分析用 CD

（会員にのみ提供、非売品）

〈トップメニュー〉

企業別集計データ 競合比較
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■「日経ESG経営フォーラム」会員サービスメニュー 一覧

特別会員　定価：440万円
※情報発信を日経ビジネス2ページの純広告で掲載する場合はプラス110万円になります

一般会員　定価：150万円（税抜）
※情報発信を日経ビジネス1ページの純広告で掲載する場合はプラス50万円になります

情報発信

①日経 ESG に年1度4ページの記事掲載（事務局制作のため制作費不要、中立性の高い記事掲載で訴求）または広告掲載の権利
記事掲載の場合、掲載記事の抜き刷り1,000部を提供（株主総会やリクルーティング等で活用可）
掲載記事の2次利用権を提供
経営トップインタビューの場合は紹介動画を撮影
経営トップインタビューの英訳（抄訳）をウェブ掲載（有料）

②フォーラムのサイト上で会員紹介記事を公開
③日経ビジネス（月1回 )、日経 ESG （月刊誌／毎号 ) に会員のロゴ入り広告を掲載
④日本経済新聞とフィナンシャル・タイムズ（FT）に会員のロゴ入り広告を掲載（各年1回）

⑤フォーラムの日本語と英文のサイト上で会員ディレクトリ（ロゴ入り会員一覧）を掲載

①日経ESGに年 1度2ページの記事掲載 (事務局制作のため制作費不要、中立性の高い記事掲載で訴求)または広告掲載の権利
②フォーラムの   サイト上で会員紹介記事を公開 ( 掲載記事の抜き刷り、2次利用権は有料 )

③日経ビジネス ( 月1回)、日経 ESG( 月刊誌／毎号 ) に会員のロゴ入り広告を掲載
④日本経済新聞   とフィナンシャル・タイムズ（FT）に会員のロゴ入り広告を掲載（各年1回）

⑤フォーラムの 日本語と英文のサイト上で会員ディレクトリ（ロゴ入り会員一覧）を掲載

情報収集

①国内外の有識者（ESG 関連）と経営トップが本音の議論ができるトップミーティング（朝食会・年2回開催）への参加
伊藤邦雄・一橋大学 CFO 教育研究センター長と経営トップが ESG 経営について議論する連続朝食会への参加

②フォーラム活動方針にご意見をいただく運営委員会（原則年1回開催）への参加
③年約30回の研究会、視察会、ウェブセミナー、Zoom セミナーへの参加（宿泊を伴う視察は有料）

日経 ESG の特集など誌面と連動した他では聞けない研究会を開催
年2回、日経 ESG 編集部と情報交換会を開催

④研究会・ウェブセミナーはオンラインで受講可
⑤日経 ESG を毎号5冊ご送付
⑥年末に「日経 ESG」縮刷版 DVD をご提供（過去1年分のバックナンバー収録）

①年約30回の研   究会、視察会、ウェブセミナー、Zoom セミナーへの参加（宿泊を伴う視察は有料）
日経ESGの特   集など誌面と連動した他では聞けない研究会を開催
年2回、日経 E   SG 編集部と情報交換会を開催

②研究会・ウェブ セミナーはオンラインで受講可
③日経 ESG を毎 号2冊ご送付
④年末に「日経E SG」縮刷版 DVD をご提供（過去1年分のバックナンバー収録）

調査・分析 ESG ブランド調査の詳細結果をご提供 （約250ページの調査レポート、調査生データの CD-ROM） ESG ブランド調    査の詳細結果をご提供 （約250ページの調査レポート、調査生データの CD-ROM）

※赤字…特別／一般会員の違い



  13

⃝共催セミナー・シンポジウムの開催
企業や国・自治体と共催のセミナーやシンポジウムを開催し、
その報告記事やメッセージを紙媒体や特設サイトの記事で
紹介します。

⃝SDGs起点のトップメッセージ作成支援サービス
イントラネットや社内報などで活用できるSDGs 起点のトップ
メッセージの作成を支援します。

⃝書籍や特別版の発行
ESG に関する取り組みを紹介する書籍 や別冊・特別版の
作成をお手伝いします。

⃝社内教育／研修のサポート
ESG に関連した社内教育／研修のカリキュラム作成や講師
の派遣をお手伝いします。ご希望によっては、日経 ESG 編集
部が監修した「SDGs ｅラーニング」を教材として利用します。

⃝統合報告書／ESG・SDGs関連冊子の作成
統合報告書や ESG・SDGs 関連冊子などの作成をお手伝い
します。

■ オプション
会員の皆様の情報発信や情報収集などに、より幅広く、
より深く、役立てていただけるオプションメニューを用意
しています。ぜひ、ご活用ください。
※オプションメニューは、会費とは別に費用をご負担いただきます。

2020年11月開催、「東京サス
テナブル・シーフード・シンポ
ジウム2020」

特別会員　定価：400万円（税抜）
※情報発信を日経ビジネス2ページの純広告で掲載する場合はプラス100万円になります

一般会員　定価：165万円
※情報発信を日経ビジネス1ページの純広告で掲載する場合はプラス55万円になります

情報発信

①日経 ESG に年1度4ページの記事掲載（事務局制作のため制作費不要、中立性の高い記事掲載で訴求）または広告掲載の権利
記事掲載の場合、掲載記事の抜き刷り1,000部を提供（株主総会やリクルーティング等で活用可）
掲載記事の2次利用権を提供
経営トップインタビューの場合は紹介動画を撮影
経営トップインタビューの英訳（抄訳）をウェブ掲載（有料）

②フォーラムのサイト上で会員紹介記事を公開
③日経ビジネス（月1回 )、日経 ESG （月刊誌／毎号 ) に会員のロゴ入り広告を掲載
④日本経済新聞とフィナンシャル・タイムズ（FT）に会員のロゴ入り広告を掲載（各年1回）

⑤フォーラムの日本語と英文のサイト上で会員ディレクトリ（ロゴ入り会員一覧）を掲載

①日経ESGに年   1度2ページの記事掲載 (事務局制作のため制作費不要、中立性の高い記事掲載で訴求)または広告掲載の権利
②フォーラムの サイト上で会員紹介記事を公開 ( 掲載記事の抜き刷り、2次利用権は有料 )

③日経ビジネス ( 月1回)、日経 ESG( 月刊誌／毎号 ) に会員のロゴ入り広告を掲載
④日本経済新聞 とフィナンシャル・タイムズ（FT）に会員のロゴ入り広告を掲載（各年1回）

⑤フォーラムの 日本語と英文のサイト上で会員ディレクトリ（ロゴ入り会員一覧）を掲載

情報収集

①国内外の有識者（ESG 関連）と経営トップが本音の議論ができるトップミーティング（朝食会・年2回開催）への参加
伊藤邦雄・一橋大学 CFO 教育研究センター長と経営トップが ESG 経営について議論する連続朝食会への参加

②フォーラム活動方針にご意見をいただく運営委員会（原則年1回開催）への参加
③年約30回の研究会、視察会、ウェブセミナー、Zoom セミナーへの参加（宿泊を伴う視察は有料）

日経 ESG の特集など誌面と連動した他では聞けない研究会を開催
年2回、日経 ESG 編集部と情報交換会を開催

④研究会・ウェブセミナーはオンラインで受講可
⑤日経 ESG を毎号5冊ご送付
⑥年末に「日経 ESG」縮刷版 DVD をご提供（過去1年分のバックナンバー収録）

①年約30回の研   究会、視察会、ウェブセミナー、Zoom セミナーへの参加（宿泊を伴う視察は有料）
日経ESGの特   集など誌面と連動した他では聞けない研究会を開催
年2回、日経 E   SG 編集部と情報交換会を開催

②研究会・ウェブ  セミナーはオンラインで受講可
③日経 ESG を毎 号2冊ご送付
④年末に「日経E  SG」縮刷版 DVD をご提供（過去1年分のバックナンバー収録）

調査・分析 ESG ブランド調査の詳細結果をご提供 （約250ページの調査レポート、調査生データの CD-ROM） ESG ブランド調    査の詳細結果をご提供 （約250ページの調査レポート、調査生データの CD-ROM）

注：2021年1月時点のサービス内容

メニュー
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TEL：03-6811-8803    e-mai：esgf@nikkeibp.co.jp    HP：https://nkbp.jp/ESGF

小宮山 宏
三菱総合研究所理事長、第28代東京大学総長

阿部 敦
産業創成アドバイザリー　シニア・アドバイザー

荒井 勝
日本サステナブル投資フォーラム会長

伊藤 邦雄
一橋大学CFO教育研究センター長

末吉 竹二郎
国連環境計画・金融イニシアチブ特別顧問／WWFジャパン会長

高村 ゆかり
東京大学未来ビジョン研究センター教授

竹ケ原 啓介
日本政策投資銀行執行役員産業調査本部副本部長兼
経営企画部サステナビリティ経営室長

寺島 実郎
日本総合研究所会長、多摩大学学長

松田 千恵子
東京都立大学大学院経営学研究科教授

日経ESG経営フォーラム特別会員の経営者

【学識経験者・有識者】

【経営者】
　2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響で
先行きが不透明ななかで始まりました。しかし、この
ような時代だからこそ企業が向き合わなければなら
ないESG課題は増えていると思います。
　働き方改革や従業員の健康維持、女性活躍推進と
いったテーマだけでなく、BCP（事業継続計画）体制
の構築を含めたコーポレートガバナンスの強化は経
営に欠かせません。TCFD（気候関連財務情報開示
タスクフォース）に代表される地球温暖化防止対策
も重要なテーマです。こうした数々の課題に対して
企業が考えるべきテーマや課題解決の手法を研究会
やウェブセミナーを通じてお届けします。
　4年目を迎える日経ESG経営フォーラムは、企業
と機関投資家との対話を一層重視します。また新型
コロナ対策やデータ分析、フードテックなど多様かつ
新しいテーマの研究会やイベントを増やして、企業
評価を高める活動を強化します。

フォーラムの活動に当たっては日経BPをはじめ、
日本経済新聞社の日経SDGsフォーラムなどと連携
を取りながら、日経グループの情報発信力、ネット
ワークを生かします。フォーラムの活動を企業価値
向上のために、お役立てください。

吉田 直人

日経ESG経営フォーラム代表
日経BP代表取締役社長

不透明な時代こそ、ESG 課題の解決を

お問い合わせ

特別会員 一般会員

年会費 440万円 165万円

募集対象 ESGに関する取り組みを推進しているすべての企業、団体、自治体など

主
な
提
供
サ
ー
ビ
ス　

運営委員会
トップミーティング

運営委員会メンバーとして活動内容の
策定にご参画いただけます

有力投資機関などのキーパーソンを招いた
トップミーティング（年2回開催）へご参加いただけます

ー

情報発信
日経ESG誌への掲載

原則、日経ESGに年間4ページの記事
（未来戦略インタビュー、企業活動紹介）

または広告をご掲載いただけます

原則、日経ESGに年間2ページの記事
（未来戦略インタビュー、企業活動紹介）

または広告をご掲載いただけます

事務局

フォーラム代表から

募集要項 （対象期間：1年）

アドバイザリーボードメンバー

（2020年12月時点）
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第1条　名称
本フォーラムは「日経ESG 経営フォーラム」（以下、フォーラム）と称する。
英文表記は、Nikkei ESG Management Forum とする。

第2条　組織
本フォーラムは、株式会社日経BPと会員からなる任意の組織とする。

第3条　目的
会員と日経BPは協同して、ESG（環境･社会・ガバナンス）に資する事業等を企画し実施するとともに、持
続可能な経営と社会的責任のあり方について考察する企画を立案する。これらの活動を日経BPが発行ない
し提供する媒体等を通じて積極的に対外的に情報発信し、もって会員の企業価値の向上を図り、さらには社
会および産業界におけるESG 経営への理解、サステナブル社会実現への理解の促進を図ることを目的とする。

第4条　事業
第3条の目的を達成するため、フォーラムは以下の事業を行う。

（1）ESG 経営に関するシンポジウム、講演会、セミナー等の開催
（2）ESG 経営に関する調査、研究
（3）展示会等への出展
（4）ESGにかかわるシンクタンク、NGO等との交流
（5）雑誌、インターネット等による情報提供および広報活動
（6）その他、前各号に関連するESG関連活動

第5条　会員
1. フォーラムの目的に賛同する企業ないし組織は、会則に同意した上で会員登録をし、かつ年会費を払い

込むことによって会員資格を得る。
2. 会員資格は、特別会員および一般会員の2種類とする。
3. 特別会員、一般会員の年会費および特典については別途定める。
4. 会員資格の有効期間は1年間とする。

第6条　退会等 
1. 退会は会員の自由意思による。ただし、年度途中で退会した場合、年会費の払い戻しはしない。
2. 会員が次の各号の一に該当する場合、日経ＢＰは直ちに当該会員を退会させることができるものとする。

（1）本規約に違反し、催告後も是正がみられないとき
（2）重大な財務状況の悪化が認められる相当の事情が生じたとき
（3）会員または会員の役員、従業員、親会社、子会社、関連会社が暴力団等反社会的勢力と関係がある

ことが判明したとき
（4）あらかじめ届出た情報の全部もしくは一部が真実と異なることが判明したときまたは表明した事実の重

要部分が真実と異なることが判明したとき
（5）その他、本フォーラムの実施にあたって重大な支障が生じると認められたとき
3. 日経BPは、フォーラムの実施が事実上困難になった場合、あらかじめ会員に通知することをもって、フォー

ラムを終了することができるものとする。
4 .  フォーラムが前項によって終了するとき、日経BPは、①既に日経BPが会員から会費を受領している場合、

経過した月数分にかかる金額を月割り計算で会費全額から控除した上で各会員に返金し、②日経BPが
会員から会費を未受領の場合、経過した月数分にかかる会費（会費全額を経過月数で月割り計算した金額）
を各会員へ請求するものとする。フォーラムの終了により会員に損害等が発生しても、日経 BPは当該
損害等に関し一切その責任を負わないものとする。

第7条　フォーラム代表
1. フォーラム代表はフォーラムを代表し統括する。
2. フォーラム代表は、事務局が作成した事業計画ならびに事業報告を運営委員会に諮り、その答申を受けて

これを承認する。
3. フォーラム代表は、日経BPを代表する者がその任にあたる。

第8条　アドバイザリーボード
1. アドバイザリーボードはフォーラムの事業計画立案に際し、運営委員会および事務局の要請に対して、

専門の立場からその内容についてアドバイスを行う。
2. アドバイザリーボードメンバーは、ESGに造詣の深い学識経験者、経営者などからフォーラム代表が委嘱する。

第9条　運営委員会
1. 運営委員会は、事務局が作成した事業計画ならびに事業報告を審議しフォーラム代表に提出する。
2. 運営委員は、特別会員および日経BPの推薦に基づき、フォーラム代表が委嘱する。
3. 運営委員長は、日経BPにおいてフォーラムを担当する者がその任にあたる。

第10条　事務局
フォーラムの運営ならびに事業を円滑に推進するため、日経BP内にフォーラム事務局を置く。

第11条　事業年度
事業年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

第12条　会計報告
フォーラム事務局は、事業年度終了後３カ月以内に前年度の会計報告を運営委員会ならびにフォーラム代表
に提出しなければならない。

第13条　議事録
1. フォーラム事務局は、運営委員会の議事録を作成し保存する。
2. 会員は議事録を閲覧する権利を有する。

第14条　成果の公開
フォーラム会員はフォーラム活動の成果を外部に公表することができる。ただし、日経BPが外部への公開
を望まない場合は、運営委員長にその旨を申し出て、運営委員会に諮った上、フォーラム代表の決定により
公開を差し止めることができる。

第15条　内部情報の無断流出の禁止
1. 日経BPは、フォーラムを通じて知り得たフォーラム会員の内部情報を当該会員に無断で外部に持ち出し、

第三者に渡してはならない。
2. フォーラム会員はフォーラムを通じて知り得た他の会員の内部情報を当該会員およびフォーラム事務局に

無断で外部に持ち出し、第三者に渡してはならない。

第16条　会則の改正
会則の改正は運営委員会が決し、フォーラム代表の承認を経て発効する。

日経ESG経営フォーラム会則

（2021年1月時点）



ESGを起点に
経営改革の推進を
日経ESG経営フォーラムは、
企業の持続的な成長を支援します。

詳しくは、
https://nkbp. jp/ESGF

日経BP 日経ESG経営フォーラム
〒105-8308 東京都港区虎ノ門4-3-12　TEL : 03-6811-8803　E-mail : esgf@nikkeibp.co.jp




