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Geo40社（以下「Geo40」または「当社」）は、長期的
な企業価値を創造し、国連の持続可能な開発目標に掲げら
れた社会的優先事項に取り組む最も効果的な手段として、
環境、社会、ガバナンス（ESG）に優れた原則にコミット
しています。

2021年7月、世界経済フォーラム（WEF）で発表され
た、ステイクホルダー資本主義指標に基づくESG指標と情
報開示報告の開始を決めました。

当社は普遍的かつ比較可能かつ確立された一連の指標とい
う形で、ESGの情報開示を行うプロセスを進めています。
2022年3月期は、初期指標とともにその他の3つのESGの
柱である「人」「地球」「繁栄」の、主要な一般的ガバナ
ンス原則に焦点を当てました。

この指標はWEFの21のコア指標から選ばれたもので、こ
れらの指標と会社の目標に対して毎年正式な報告を行い、
四半期毎に業績評価を見直しています。

当社はWEFの世界的なESGフレームワークを使用
し、ESG指標に照らしたパフォーマンスに関する主要な報
告書を揃えています。ESG指標をガバナンス、事業戦略、
業績管理のプロセスに組み込むことで、日々の事業運営に
関連するすべてのリスクと機会を真摯に検討しています。
当社の事業にとって重要なテーマについて、さらなる透明
性を確保する機会を探求しています。

情報開示の進捗状況を把握し、WEFのSCMフレームワー
クに照らしたサステナビリティのパフォーマンスを実証す
るために、Socialsuite社のESG Goという情報開示プラッ
トフォームを利用しています。ESG情報開示の追跡、報
告、共有専用のソリューションを利用することで、ESGへ
の継続的なコミットメントを示すことができます。

ESG Goの活用により、グッドガバナンスへのコミットメ
ントを反映し、持続可能な未来に果たすべき役割を反映し
た、確固たるESGクレデンシャルを構築する旅に出たので
す。



株主の皆さまへ

Geo40の初めてとなるサステナビリティパフォーマンス
レポートをお届できることを、光栄に思います。

10年以上前の会社設立以来、あらゆる分野におけるサス
テナ
ビリティがGeo40の中核をなしてきました。当社の中核とな
る資産は、先住民が所有する土地にあり、Ohaki地区の土
地所有者であるNgati Tahu/ Ngati Whaoaと真のパート
ナーシップを構築しています。当社は、世界中に広がる
信頼できるパートナー、忠実で献身的なスタッフ、そし
てあらゆる分野で強力なガバナンスを発揮する取締役会
によって、発展し続けています。

これらは当社の中核をなすものですが、環境・社会・ガ
バナンス（ESG）活動に意図的に焦点を当てることは、
会社をさらに強化させます。お客様、投資家、パート
ナーの皆様は、現状だけでなく、継続的に改善が必要な
点についても、正式な報告を期待されていることでしょ
う。そのため、当社はこの新たな報告形式を導入し、今
後数年間、ESGに関する取り組みの公示に尽力します。

2022年3月期は、まず4つの主要な一般的ガバナンスの側
面と、現在の業務と関連性の高い3つの追加指標に重点を
置き始めました。

ガバナンスのレベルでは、企業目的、取締役会の構成、
ステークホルダー・コンサルテーションと腐敗防止に関
する指標報告を開始しました。これらは、ESG報告のた
めの確かな出発点であります。

さらに、当社の事業活動にとって極めて重要な「水の消
費」「健康と安全」「研究と開発」という3つの指標を、
慎重に選定しました 
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• シリカの回収技術を海外で活用しようとすると、水の
供給が制限されることが多いため、淡水の使用量を最
小限に抑えることに注意を払うことで、成長の度合い
に合わせて事業をより持続的に位置づけることができ
ます。

• 現在、非常に高い水温と圧力、様々な化学物質を含む
危険な環境でシリカプラントを運転しており、常にス
タッフの安全を守ることが重要であり、健康と安全を
重視しています。

• 最後に、研究活動を成功させる能力は非常に重要で
す。シリカ製品の改良を続けてより高価値の市場を開
拓するにしても、リチウムの直接抽出（DLE）の研究
を進めるにしても、高機能な研究開発部門が私たちの
活動の中心にあります。

ESGレポートは、日々の事業運営を超えて、重要な事柄に
真の焦点を当てる機会であり、強力な企業市民としての役
割について深く考えるのに役立ち、サステナビリティの実
践における継続的な改善の文化を促進します。取締役会、
経営陣、そして全スタッフが、事業を推進し、人と地球に
とって影響を与える重要なトピックに関与することができ
ます。

これをきちんとやり遂げることが、純粋に株主価値を高め
ることにつながると考えています。私たちは、これからも
前進を続けながら、その経過を報告していきます。

John Worth
ジョン・ワース
社長兼CEO

ご挨拶
リスク・サステナビリティ
コミッティー委員長及び
CEOより

ジョー・ワナー
リスク・
サステナビリティ
コミッティー委員長

Jo Warner



Geo40 は、2022 年 3 月 31 日までの会計年度最初
の重要な焦点に絞り込んだ測定基準を定めました。
重要なのは、これら一連の測定基準は、世界経済
フォーラムの4つの柱であるガバナンス、人、繁栄、
地球をよくカバーしていることです。

7つの指標がどのようにWEFフレームワークに適合し
ているかを、以下の図1に示します。

GEO40 
ESG重点分野
(2022年3月期)
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図1: 2022年3月31日までの1年間におけるGeo40の重点分野



当社がESGレポートに着手する際、主要なグッドガバナン

ス指標に照らした報告から始めることが有用で、これは事

業のESG文化を確立するのに役立ちます。2022年3月31日

までの1年間、Geo40は、ガバナンスの柱の主要な測定分野

として、企業理念、取締役会の構成、ステイクホルダーと

の協議、および腐敗防止を選択しました。 

4つのグッドガバナンス指標に対するGeo40の進捗状況

を、次のページに記載しました。

グッド・
ガバナンス
の原理
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Geo40は、地熱流体に存在する貴重な鉱物の持続的回収とい

う、説得力のあるアイデアに基づき設立されました。2021年に商

業規模のノーザン・プラントが完成したことで、その仮説が実証さ

れ、現在、コロイダルシリカはアジア太平洋地域、米国、メキシコに

出荷されています。当社は、イノベーションとサステナビリティを含む

コアバリューを背景に成功を収めてきました。

Geo40は、企業理念を明確に表現するため取り組んできまし

た。Geo40では、地下の流体から貴重な鉱物を回収するための

独自の革新的な技術を開発および展開しています。これは、より

クリーンなエネルギーの未来に向けた世界的な移行をサポートする

ものです。

このような背景から、当社はハイレベルな企業理念は「持続可能

な鉱物資源の回収」であり、これはステークホルダーと株主に価値

を生み出すための柱となる使命と領域を明確かつシンプルに表現

しています。

Geo40のシリカ回収技術は、リチウムやホウ素など他の鉱物の回

収を促進し、廃熱をプロセス使用や追加発電に利用できるように

し、二酸化炭素の隔離を可能にすることで、より広い地熱エコシ

ステムに大きな付加価値を与えることができます。

これらのことは、より広い範囲の環境と気候に大きく貢献することが

できます。

Geo40は、取締役会の構成に関して、積極的なESGアプローチを
実践しています。

当社は、取締役会の構成が適切な思想の多様性を通じて価値を
積極的に最適化するよう努めます。ベストプラクティスのESG原則に
照らし合わせた正式な更新と、後継者育成計画が毎年実施され
ています。

多様な地理的経験、年齢、性別および民族的背景などが全面的
に求められます。

各取締役は10年後に在任期間を見直し、期間中も独立してビジ
ネスの改善に専念できるようにします。

過去の取締役会評価調査では、Geo40の取締役は以下の資質

を備えていることが実証されています。

• Geo40の目的や価値観に沿った強い存在感、社内での目的
意識を持っていること。

• 各専門分野で優れた能力を発揮していること。

• 常に最新の情報を入手し、適切な判断を下せるよう、単一の

情報源に依存しない知識への渇望と好奇心。

• ビジネスに携わる人や事業自体に高い関心と関わりを持ってい

ること。

• あえて、正しいことを行い、時には苦渋の決断をする勇気。

これらの資質は、組織全体に反映され、あらゆるレベルのビジネス

に具体的な改善の機会を作ることで価値を生み出しています。

取締役会の詳細は、当社のウェブサイト

（www.geo40.com/investors）をご覧ください。

1. ガバナンス︓企業理念

2. ガバナンス︓取締役会の構成



自然環境に取り組む上で、創造性と革新性に依存する新
興企業として、当社の成功にはステークホルダーとパー
トナーが重要であることを認識しています。鉱業界とい
う一角に持続的な革新をもたらすためには、ステークホ
ルダーとパートナーとの関係を管理するアプローチが重
要であることを理解しています。
当社は、地表ベースの技術を開発する一方で、自然環境
との接点を意識しています。これには、身近な物理的環
境と、処理する流体を供給する地熱帯水層が含まれま
す。

当社の主要なシリカ生産資産は、ニュージーランド北島
中部のTaupoの北に位置するOhaki*にあります。この貴
重な資源の所有者であり、また保護者でもあるNgati 
Tahu族の役割を認識しています。これらの資産は、コン
タクト・エナジー社のOhaki*地熱発電所からの流体を利
用しています。

Ngati Tahuとコンタクト・エナジー社は大切なパート
ナーであり、私たちは両者とオープンで協力的な関係を
築けるよう取り組んでいます。共に価値ある仕事をする
ことができ、この価値を実現するた
めには、我々の関係の強さが必要です。こうした関係を
育み、維持し、発展させ続けることは、ビジネスにとっ
て非常に重要です。

3. ガバナンス︓ステークホルダーとの協議

倫理的行動、長期的価値、革新性という当社の主要な企
業理念に基づいて、当社はステイクホルダーガバナンス
における強力な実績の歴史を作り、パートナー、サプラ
イヤー、顧客およびその他の関係者とのより広い交流の
中で相互に有益な関係を築く努力を続けています。これ
らの関係は、定期的なコミュニケーション、契約上の合
意および正式に文書化された会議での議論を通じて管理
されています。

当社が成長するにつれ、ステークホルダーとの協議体制
や仕組みの変化に対応するため、適切なシステムの開発
に取り組んでいます。我々のつながりはそれぞれ異なる
ため、適切なコミュニケーションスタイルと議論の場の
必要性を認識しています。従業員、顧客、サプライ
ヤー、コミュニティ、業界パートナー、地元自治体な
ど、主要なステークホルダーへのさまざまな対応によ
り、現在および未来に渡って、常に存在し、関与するこ
とがを保証されます。

詳しくは、当社のウェブサイト www.geo40.com/
Corporate Responsibility/Beliefs & Policy をご覧くだ
さい。

*オハキはナティタフの土地の名前ですが、コンタクト・エナジー社の土
地にある資産はオハキ地熱発電所と呼ばれています。私たちはこの違いを
尊重します。

Geo40 は、組織内でも、また外部との交流の場でも、腐
敗を許しません。過去12ヶ月間、当社の事業において汚
職事件は発生していないことを報告します。

説明責任、行動基準、腐敗防止のテーマを含む企業行動
規範ポリシーが整備されています。新規スタッフには、
入社時に従業員ハンドブックで説明が行われ、Geo40の
より広範な組織文化の中で、腐敗防止の原則が明記され
ています。

Geo40の全スタッフがトレーニングを受け、汚職防止基
準を含む当社の企業行動規範ポリシーに従事するよう求
めています。
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ビル・ターナー取締役会議長は、腐敗防止の指導経験が
あり、他の取締役たちに体系的な腐敗防止トレーニング
を実施してきました。スタッフのトレーニングは、2022 
年中に幅広い経営陣に対して実施され、出席の記録を取
り、毎年更新される予定です。 

ESGコミットメントの一環として、今後数ヶ月以内に、
企業行動規範と内部告発に関するポリシーを当社ウェブ
サイトに公開予定です。

4. ガバナンス︓汚職の防止
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残りのESGの柱
に関わる3つの
主要なパフォー
マンス指標 

Geo40は、WEF21のESGレポートの分野の中で、ガバナ
ンスの柱以外に3つのトピックを特定しました。これら
は、人、地球、繁栄の各柱から 1 つのトピックが構成さ
れています。それぞれにおい
て、Geo40 の事業に大きく関連する主要な指標を選択
し、重点的に報告しています。主要な分野は、WEF フ
レームワークの規律分野全体を幅広くカバーし、当社の
中核事業の性質にも合致しています。

2022年3月31日までの会計年度の主な分野は、「水の消
費」「健康と安全」「研究と開発」です。これらの指標
に対する戦略と進捗の概要は以下の通りです。

Geo40は、地下に再注入する前に、地下水から低炭素コ
ロイダルシリカを持続的に回収します。Geo40のコアプ
ロセスは地熱ブラインから鉱物を選択的に回収します
が、帯水層から相当量の水を除去していないため、その
資源への影響はごくわずかです。しかし、 Geo40のシリ
カ回収技術は、主に洗浄のために処理水を必要とし、こ
れは隣接するワイカト川から供給されます。周辺地域
は、農業用地（主に酪農）、一部の軽工業、林業、地熱
発電で構成されています。

Geo40は、コンタクト・エナジー社の資源開発許可証で
許された全体的な取水量の範囲内で、処理水を利用して
おり、さらにコンタクト・エナジー社との合意により、1
日あたり1,000トンの処理水を利用することを許可されて
います。当社は現在、1日あたり約300トンの処理水を使
用しているため、現在の操業は1日あたり1,000トンの制
限内に収まっています。

WEFフレームワークの水消費量分野では、ウォーターア
トラスプログラムへの準拠の評価が推奨されています。

南フロリダ州大学によって開発された、このプログラム
は、最も包括的なグローバル水資源管理ポータルです。同
団体のウェブサイトによると、「ウォーターアトラスプロ
グラムは、水資源管理における複数のステークホルダーを
つなぐ技術を活用し、地方自治体のニーズに応えるために
設計された。アトラスはワンストップのデータウェアハウ
スとして機能し、豊富な水資源情報への前例のないアクセ
スを提供」との記載があります。

Geo40 は、ウォーターアトラスプログラムの枠組みの中
で、淡水の使用に関して、地域の環境に対する感受性を調
査しました。このレビューでは、Geo40 Ohaaki 生産拠
点とその周辺地域が低リスクに分類できると判断されまし
た。Geo40 の水使用は、地域内の水供給に悪影響を与え
るリスクが低く、影響を受ける水供給（地表水と地下水）
に影響を与えるリスクも低いと考えられています。他の土
地利用（農業、軽工業など）と組み合わせた場合、ウォー
ターアトラスプログラムの文脈の中で、水資源に対する全
体的な影響は持続可能です。

1. 私たちの地球︓水の消費量



Geo40 は、全スタッフと請負業者への安全で健康的な職
場提供に尽力します。これを達成するために、全スタッ
フと請負業者に情報提供、トレーニング、管理を行って
います。当社には現在、健康、安全、環境（HSE）シス
テム、統計データのパフォーマンス事業全体のHSE文化
を見直す、専門の健康、安全、環境（HSE)リードチーム
がいます。

HSEプロトコルの外部監査を含め、測定可能なHSE指標
がこれまでに記録され（表参照）、現在の事業規模と範
囲に適していると評価されていますが、いくつかの改善
を勧告されており、これらは現在対応中です。

Geo40は、より広範なHSEフレームワークを改善し、事
業全体にわたってより明確な報告慣行を確立できるよう
にするための展開を進めているところです。当社は、電
力業界の健康と安全を様々なカテゴリーで追跡する
ニュージーランドの電気技術者協会（EEA）に加盟してい
ます。これにり、Geo40の業務に最も関連性の高い業界
カテゴリーでHSEの統計比較可能になります。

年間を通じて、全社的な企業文化を養うプログラムが実
施され、同プログラムでは多様性と包括性、ウェルビー
イングと文化を含む、的を絞った活動プログラムが特徴
です。これは、より広範に展開するHSEの枠組みの中に
位置づけられるもので、この分野では、2023年度までに
さらなる取り組みが行われる予定です。
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2022年3月31日までの1年間におけるGeo40のHSEパ
フォーマンスを把握するため利用した主要指標は以下の
通り。

2. 人々︓健康と安全

測定基準 実数

死亡 0

200000時間労働(TRIFRs)毎
の記録義務のある傷病の発生率

0

記録可能な傷病の総数（TRIs） 0

休業災害 (LTIs) 0

医療傷害・疾病（MTI） 0

作業制限傷害（RWI） 0

観察記録 45

この表は、Geo40がHSEパフォーマンスを向上させるた

めに測定・監視している標準的な業界指標の概要を示し

ています。 2022年3月31日までの1年間でインシデン

トの記録はありませんが、45件の観察記録事項があり、

前向きな企業文化が見受けられます。これらから改善内

容が文書化され、会社全体で奨励されます。Geo40のす

べてのHSE統計は、業界平均を下回っています。



Geo40 は、地熱流体から未来の鉱物を持続的に回収する
ための独自の方法を開発しています。この取り組みを成
功させるためには、研究開発（R&D）分野に焦点を絞っ
た戦略と実績が非常に重要です。それは、低炭素シリカ
製品を大切な顧客のために高価値のニッチに合わせるこ
とと、シリカ以外の低炭素鉱物を追求することで
す。R&Dは、これまでの事業の成功に欠かせない要素で
あり、この分野への継続的な投資は、急速な成長を支え
るために不可欠です。

当社は、価値の高いニッチ市場向けの革新的な低炭素シ
リカ製品の開発に成功し続けています。
2022 年 3 月 31 日までの会計年度には、セメント混和
剤市場、浸透注入、および触媒部門向けの専門製品を開
発しました。これらの製品はバリューチェーンを向上さ
せ、選ばれるコロイダルシリカメーカーを目指す当社の
戦略上、極めて重要なものです。2022年3月31日現在、
多くの顧客から技術的な承認を得ているものの、それ以
外の顧客への対応はまだ進行中です。

2022年3月31日までの1年間で、当社のリチウム直接抽出
（DLE）技術の進歩は著しく、事業の重要なR&Dの焦点
となっています。今年度末、研究開発チームはDLEの基本
的なプロセスに関する主要作業を完了し、全て文書化しま
した。R+D チームは、合成ブラインと純水ブラインの両
方を試験することに取り組み、6種類の主要なブラインに
おいて当社のDLE技術の妥当性を証明しました。

高付加価値シリカのニッチ市場の開拓を継続し、新しいパ
イロットプラントでより大量の純水ブラインでDLEを試用
するため、R&Dは今後も重要な投資分野となります。

2022 年 3 月 31 日に終了した年度の研究開発費総額
は、予算通り、1,604,791 ニュージーランドドルでし
た。

3. 豊かさの実現︓研究開発

その他の世界経済
フォーラムで決めら
れた情報開示分野

4つの主要なガバナンス指標と3つの重点トピック以外
で、その他のESG指標は当社にとって重要です。直近で取
り組むべき焦点ではありませんが、ESGの考え方が適用さ
れ、他の14の世界経済フォーラム（WEF）指標に対する
ハイレベルなレポートが行われています。これらのトピッ
クに対するレポートは、リクエストに応じて提供可能で
す。

当社は、変化する企業活動の中でESGベストプラクティス
が企業活動の可変性の最前線にあることを確認するため
に、毎年重点分野の選択を見直す予定です。そして、当社
のESGレポートを更新し、より広範な関連分野を含めてい
きます。

ESG Sustainability Performance Report       9
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