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1 背景の整理 

1.1 日本の ESG・無形資産投資の動向と現状  

1.1.1 日本における無形資産投資 

 近年の政策は雇用や株価の面で成果が見られるものの、民間消費や民間

設備投資は、過去の回復期に及ばない。特に民間設備投資が伸び悩んで

いる。 

 経済の成長要因を国際比較すると、日本は投資の寄与が低く、資本蓄積

率の差が出ている。他方、生産性や労働の寄与は特段低いわけではない。 

 企業の投資活動は多様化しており、機械や建物に対する投資を含む従来

型の有形固定資産に対する投資が減る一方で、Ｍ＆Ａを含むその他資産

が大きく伸びている。 

 日本企業による無形資産投資について、無形資産投資/ＧＤＰ比率や無

形資産投資/有形資産投資比率は主な欧米諸国と比べて低い水準となっ

ている。 

 日本企業による無形資産投資のうち、研究開発投資の規模は低い水準で

はない。他方、人材投資の規模がバブル崩壊以降は縮小している。人材

投資はＩＴ投資を補完するはずだが、日本は諸外国と比べて人材投資と

ＩＴ投資の相関が小さい。 

 日本の無形資産投資が国際的に出遅れた要因として、ＩＴ革命の時代に

日本が不良債権を抱えていたことが挙げられる。当時、日本企業に新事

業立上げや人材投資の余裕は無く、特にＩＴ領域等の技術革新が進んだ

領域で遅れを取った。 

 米国において有形資産投資を無形資産投資が抜いた２０００年頃、日本

では未だに製造業が強く、有形資産投資によって収益を上げようとする

傾向が強かった。 

 人材投資は特にサービス業に影響する中、日本と韓国は人材投資額が小

さく、サービス業の生産性の低さに繋がっている。サービス業の比率が

高まれば、生産性や成長率の低さが、日本経済全体の成長率の低さとな

る。 

 人材投資や組織改革を怠ったことにより遅れが広がると、後になって人

材投資や組織改革を行っても、企業の収益率を高めることが難しくなる。
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この場合、Ｍ＆Ａ、外部との提携、自前主義からの脱却、アウトソーシ

ングが企業にとっての選択肢となる。 

 

1.1.2 資本市場からの評価 

 企業価値は ROE スプレッド（ROE と資本コストの差）で決まると考えて

おり、目標株価も ROE スプレッドで決めているケースがある。企業によ

る投資判断において、ROE と資本コストの双方を意識することが必要。 

 伊藤レポートが強調するリターンの重要性は ROE や ROIC の絶対水準そ

のものではなく、リターンから資本コストを引いたエクイティスプレッ

ドである。 

 投資家は ROE が資本コストを上回るタイミングを「投資のチャンス」と

捉える。 

 PBR と ROE の相関は ROE8%が境目となる。ROE が 8%を上回ると、ROE と

PBRの相関が強く、反対にROEが8%を下回ると明確な相関が見られない。 

 PBR は PER と ROE による関数であり、投資家は PBR と ROE を関連付けて

捉えている。 

 企業のファンダンメンタルを評価する際、「他社との差別化要素」およ

び「その差別化要素の持続性」を中心に評価する。 

 

a. 低い PBR 

 日本の株式市場は PBR が１倍割れの銘柄が上場企業の多くを占めると

いう状況が長年続いており、これは正常な株式市場ではあり得ない状況

である。  

 日本企業の株価には、現在の企業価値が正しく反映されていないという

ことであり、日本市場の構造的な問題だと思うが、根本的かつ最大の問

題である。長期投資のために将来の評価等に関して議論する前に、まず

は現在の評価の問題を議論すべきではないか。 

 欧米企業の場合、PBR が１倍割れとなれば、経営陣は退任を迫られ、買

収のターゲットとされる可能性も高くなる。一方、日本は安定株主が多

く、そのような圧力や脅威が少なく、日本の株式市場は本来求められる
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機能が弱まっていることが要因ではないか。 

 ESG・無形資産と PBR の関係について、低い PBR の場合、無形資産の活

用が悪いために有形資産の価値が落ちていることを示している。有形資

産の回転率や収益率が下がり、結果的に PBR として表面化しているので

はないか。 

 PBR を国際比較すると、日本企業の PBR は分散が小さい。日本企業の経

営として、差別化が進んでいないことを意味する。 

 無形資産は性質的に定量評価しづらいが、無形資産が顕在化するきっか

とけとしてＭ＆Ａがある。日本はＭ＆Ａの規模も件数も相対的に小さい

ため、無形資産が評価される機会が少なく、それが PBR 等の指標に影響

している可能性がある。 

 

b. 低い ROE スプレッド 

 諸外国と比べ、日本の資本コストと ROE のスプレッドが小さいのは ROE、

とりわけ売上高利益率の低さに起因することが確認されているが、その

要因としては①株主が要求している利益水準が低く、企業が利益率の低

い投資を選択していること、②新陳代謝が促されず収支性の高い企業が

成長しにくいこと、③預金保有が多く、積極的な活用がされていないこ

と、これら３つが考えられる。 

 日本は、投資家も企業も積極的な投資ができないのは、①リスクを取る

インセンティブが少ないこと、②市場に新陳代謝を促す機能が少ないこ

と、これらが要因ではないか。 

 

1.2 国際的な ESG・無形資産投資の動向 

1.2.1 近年の国際機関の動向 

 従来の情報開示システムは機関投資家が持続的な企業価値を評価する

上で必要な情報が不足している、との声の高まりから IIRC が始まった。 

 IIRC の統合報告フレームワークの開発においては「長期的な視点に基

づく価値創造（Value creation over time）」、「フレキシビリティ」、「鳥

瞰的な視点（Holistic View）」、これら３要素が意識されている。 
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 IIRC における議論においても、業種別に多様な課題の KPI を設定して

いくべきかとの議論もあったが、コンサルテーションの結果が企業、投

資家双方から将来的には必要かもしれないが時期尚早であるとのネガ

ティブな反応が多かったため、フレームワーク最終化の段階ではその選

択肢は採られなかった。 

 

1.3 対話環境に関する動向 

 日本は、投資家も企業も積極的な投資ができないのは、①リスクを取る

インセンティブが少ないこと、②市場に新陳代謝を促す機能が少ないこ

と、これらが要因ではないか。 

2 企業の視点：現状整理と課題 

2.1 企業の投資手法 

2.1.1 投資判断における企業の視点 

 日本企業の持続的な価値創造を実現するため、６つの資本にアクセスし、

それらを維持・育成し、競争力に繋がるよう有効活用するビジネスモデ

ルへの変革が求められている。 

 有形資産や無形資産の投資といった分類では考えていない。製造設備の

能力増強投資や研究開発投資等の「財・サービスの価値を上げる為の投

資」と「ブランドイメージを高める為の投資」の２つに類型化して捉え

ている。 

 投資判断は全て自社の企業価値を向上させるかを判断基準にしている。

当社の場合、寄付などの活動も全て、企業価値が将来的にプラスになる

かどうかが判断基準である。  

 株価を意識した経営を行い、自社の本源的な企業価値を認識しておけば、

投資家から言われるがままに自社株買いをするのではなく、その資金を

設備投資、研究開発、人材投資、Ｍ＆Ａ等に充てることを検討できるだ

ろう。 

 企業経営者として、投資判断においては、自社のブランド価値や企業価

値が向上するかどうかに基づいて意思決定を行っている。そういった意

味で、ESG も CSR も「企業戦略としての CSR」と位置付け、投資として
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認識している。 

 企業の長期的な成功の条件は、社会の変化、社会の直面する課題につい

て的確に認識し、それをビジネスチャンスやリスクとして対応できるか

どうか。CSR という考え方は、狭義においてはいわゆる社会貢献という

ことになるが、学術的分野では社会の変化と要請に対して価値を生産す

るという、企業がその持続的な努力を続けることだと捉えることができ

る。また、ESG は、そういった企業の努力を評価する為の視点と捉える

ことができる。 

 日本は少子高齢化、医療といった点で課題先進国と言われているが、こ

の状況をリスクと見ているだけではなく、ビジネスチャンスと見て、イ

ノベーションを生み出している企業も存在する。企業がこういった視点

を有していること自体も無形資産だと思う。このように企業が市場を見

る視点にも目を向けるのは重要である。 

 

2.1.2 企業の ESG・無形資産（含 CSR）に対する考え方 

 ESG・無形資産に対する評価が良い企業は、そうでない企業と比べ、株

価や資本市場の評価が上昇する傾向がある。そのため、ESG・無形資産

を通じた持続的な成長力を示す企業が増えれば、日本の資本市場全体が

成長していくのではないか。 

 ESG を含む非財務情報は持続的にキャッシュフローを上げる力があるほ

か、ベータ値を下げる効果がある。 

 PBR は ROE から持続可能成長率を控除した分母と資本コストから同じく

持続可能成長率を控除した分子に分解できるので、ROE を上げるか、資

本コストを下げることで高められる。その視点で ESG・無形資産を考え

ると、ESG は資本コストを下げる効果、無形資産は ROE を上げる効果が

期待の中心となる。 

 生産性に直接に寄与するか否かという観点で無形資産投資と ESG 活動

を区別できるのではないか。ESG の説明が難しい理由は、生産性に直接

寄与しないため、どういうプロセスを経て企業価値の向上に繋がるかが

不透明であるためではないか。 

 企業の所有権が確定している無形資産は、企業価値の上昇に貢献するこ

とが、日本の上場企業については一定程度実証されている。 
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a.研究開発投資  

 企業経営者としては、研究開発投資は、将来の財務的リターンや企業価

値の創造に繋がることを期待している。他方、ESG 投資については、直

接的な経済的ベネフィットを期待するわけではなく、それが社会や投資

から評価されるなら有り難いが、社会の中で誠実であるための企業文化

を作り、ひいてはそれが社員のモチベーションに繋がることを期待して

いる。 

 R&D やブランドは会計上、費用計上されるが、資産化して無形資産とし

て考えることで ROI という発想が生まれ、投資として評価がしやすくな

る。また、その考え方を管理会計に応用し、人材に対する投資を捉える

ものとして発展させられると思う。 

 費用の資産化について、資産化すべきか否かの分岐点の考え方として、

時間とともに減価するものは無理に資産化するものではない。時間とと

もに価値が向上するものは、積極的に資産化した方がよいと考える。 

 財務会計の観点だけで、会計上投資となるか否かではなく、管理会計の

観点で無形資産の投資を捉えることにより、本当の意味で投資という感

覚が生まれ、より本質的な意味での無形資産投資の議論に繋がるのでは

ないか。 

 

b.ブランド投資 

 当社の場合、ブランドに対する投資としてプロスポーツに参入した。そ

の狙いは、企業としての格と知名度の向上だった。 

 ブランドは「超過収益力」と捉えており、集客効果の拡大等を通じて企

業価値の向上に資すると考えている。 

 また、同時にブランドは「顧客へのアイコン」、「企業の社会的ミッショ

ン」、また、「従業員の羅針盤」と捉えており、事業の方向性にも大きく

影響するものであり、当社として「投資」と位置付けている。 

 ブランド投資によって、認知度や信頼性の向上、ブランドランキングの

向上、取引先企業の信頼の向上、消費者に対するサービスの向上、各種

事業の売上・利益の拡大、ひいては株主に対する配当といった株主還元

に繋がった。 
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 投下資本に対して、結果として得られた広告効果、ユーザー数や出店数

の増加による増益効果やブランド効果の方が圧倒的に大きかった。 

 当初は参入の是非に対する質問や懐疑的な声も多かった。とりわけ短期

投資家はブランド投資に対して、明確な結果が出るまでは非難が多かっ

た。企業としては、結果が出るまでは、何度も同じことを投資家に対し

て説明をするしかない。 

 投資対効果が見えてくると、ブランドの重要性について、投資家やアナ

リストによって理解され、質問されることも減った。 

 無形資産としてブランドを意識している。製造業の場合、製品のス

ペックだけで勝負し続ければ、よりハイスペックな商品を他社が出

した時に簡単に負けてしまう。長期的視点からもそれは好ましくな

く、ブランドを確立することで、スペック勝負だけでない、違う次

元での勝負にすることができる。 

c. 人材投資の取組 

 日本の人材投資の低さの要因の一つに、終身雇用の慣習があると思う。

海外ではその慣習がないから、良い人材を確保しておくために企業側は

研修を充実させるが、日本では人材流出の危機感・リスクが低いためそ

ういったインセンティブが働かなかったのではないか。 

 現代の日本企業には、新入社員の頃から経営人材の育成まで、かなり体

系立った人材育成の制度の下で、費用を投じている企業もあると思う。

また、終身雇用だからこそ人材育成のために投資するという観点もある。 

 当社の場合、経営人材の確保が成長のカギとなる。単線のキャリアだけ

では経営の知識、ノウハウ、経験は出来ないため、この点を意識した人

材育成を図っている。計画的なキャリアパスや OJT を重視するほか、新

しい知識を取得する方法として、Off-JT を拡充させている。 

 人材に対する投資である「報酬」については、従来は年功序列型の賃金

体系であり、職階に比例して年収が上がった。今では職階が上がるほど

ベースの上昇幅が小さくなり、変動幅が増える体系となっている。 

 経営者報酬について、諸外国と比べると日本企業の経営者報酬は低く、

日本においても、収益に応じた報酬を、もう少し柔軟に考えて良いので

はないか。ただし、日本は固定比率が高く、諸外国と比べるとリスクを

負った報酬体系になっていないという違いに留意する必要がある。 
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 また、経営者報酬の短期比率と長期比率について、現状では短期比率が

高くなっており、今後は長期比率を高めていくことが必要ではないか。 

 

2.1.3 CSR の視点 

 日本企業を対象とする実証分析によると、CSR や ESG の取組の指標（CSP）

は企業パフォーマンス（利潤性）と“正”の相関が見出されているが、

リスクとの“負”の関係はさらに顕著であり、リスク・プレミアムの低

下を通じて資本コストを引き下げているという結果も得られている。 

 CSR は「社会の一員としての義務（企業活動の前提）」、「社会貢献とし

ての CSR（支出、コスト）」、「企業戦略としての CSR（投資）」に類型化

できると考える。  

 この３つの類型はビジネスによって異なるものであり、どのように企業

価値に結び付くのかを認識し企業経営に組み込むかは、個々の企業の判

断である。投資と捉える場合、新たなビジネスチャンスなど将来のキャ

ッシュフローに直接結びつくものもあるが、むしろ、企業活動を支える

インフラ投資と理解すべきかもしれない。 

 企業としては、「社会貢献としての CSR」と「企業戦略としての CSR」は

どちらも最終的にリターンに繋がるかという観点で支出の判断を行う。

両者でリターンの不確実性や発現時期が異なるとしても、考え方は共通

である。 

 日本企業の CSR の場合、社会的価値に偏重し、経済的価値の創出がおざ

なりになっているケースも散見される。 

 日本企業は大企業やパフォーマンスの高い企業であっても、CSP 

Awareness が低い企業が少なからずある。海外投資家や外国人株主が

CSR や ESG の取組みを促進しているという結果も得られており、日本企

業特有の構造的問題が非財務への認識を鈍らせている可能性がある。 

 解釈と混同（社会貢献としての CSR、企業戦略としての CSR の混同等）、

効果の評価基準、効果の不確実性、これらが課題である。そのため、CSR

に関する基本方針、戦略、実行、情報発信、評価を紐付けるガバナンス

の視点が特に重要となる。 

 CSR 的な課題との向き合い方は、CSV のような攻めの部分だけではない

のではないか。例えば企業不祥事のような事態に対してどう企業経営を

していくか。企業の倫理観とも言えるような、どんな企業になろうとす

るのか、何のために存在するのかというところから考える必要がある問

題ではないか。 
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 ESG、CSR で良い評点を出している企業のパフォーマンスというのは、

トラッキングレコードとして一定の正の相関関係があると思う。なぜ、

その正の相関関係が出てくるのかが今後解明されるべきである。 

 日本では「三方よし」の概念と似たような概念として整理されがちだが、

CSV はあくまで経済的価値創造と社会的価値創造を共に追求し、相乗効

果創出を目指すものである。社会的価値創造（課題解決）を目的とし結

果として経済的価値が付いてくる「三方よし」とは目的と手段が逆転し

た概念である。 

 Ｂ to Ｃ企業はＢ to Ｂ企業に比べ、消費者や社会からの評価を投資判

断上でより重視する必要があるため、結果として ESG や CSR が企業戦略

とより密接に絡んでいると言えるのではないか。 

 

2.1.4 社会責任コストの視点 

 経済的リターンを求める投資とサステナブル投資の二元論の中間に位

置する概念として、ある程度の売上規模の企業であれば“Social 

Responsibility Cost”は許容されるべきではないか。企業経営者の視

点もそれに近いのではないか。 

 

2.2 企業側の課題 

2.2.1 株価を意識した経営の再認識 

 取締役会において、PBR は議論にならない。実際には ESG 等に触れつつ、

中期的な企業活動や持続性に関する議論が中心となる。 

 

2.2.2 戦略やビジネスモデルとのコンテクスト不足 

 企業は情報開示を考える際、事業環境、ビジネスモデル、企業理念を考

慮しつつ、エクイティ・ストーリーのように、企業価値に対する重要な

ファクターを整理することが必要である。 

 無形資産を単独に捉えて評価をすると、本来あるべき企業評価から乖離

が生じる。企業価値は様々な角度から総合的に評価されるため、無形資

産を単独で評価すべきではない。 

 ESG は重要であるものの、ESG だけが切り出されると投資家にとって分
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かりにくい。企業と対話する際は、「ESG が成長戦略にどういう形で落

とし込まれているか」を聞くことにより、断片的に見えた取組も、中長

期的にどういう企業価値向上を意図した取組であるのか等を把握・理解

できる。また ESG よりも、CSV のコンテクストで説明をした方が、投資

家としては分かりやすく、評価しやすい。 

 持続可能性という観点から、企業の長期的な経営能力の強さと、CSR は

じめ多面的な価値や企業活動の要素を経営戦略に紐付けて明確にして、

情報を発信すれば、投資家も受け取りやすいのではないか。 

 ビジネスモデルを中心に据えて ESG・無形資産を考慮・評価することで、

企業のファンダメンタルズの評価との乖離を防ぐことに繋がる。このよ

うな「統合的な考え方（Integrated Thinking）」で ESG・無形資産を捉

えることが望ましい。 

 ビジネスモデルの理解無くして、中長期の企業価値の評価・分析はでき

ない。ESG・無形資産に関する情報は評価・分析上の定性情報として活

用される。 

 ESG を経営戦略やビジネスモデルの一環として評価することが重要であ

る。一方で、経営戦略やビジネスモデルを深く理解するためには時間と

コストが掛かる。例えば、パッシブのように、投資先企業数も多く、個

別企業の評価において時間と労力を費やしにくい投資手法の場合、ボト

ムアップ・リサーチを重視する投資戦略と同じレベルを期待することは

現実的ではない。 

 ESG 評価の質と範囲を深掘りすればするほど、評価できる企業数は狭ま

る。そのため、どのような程度感を念頭に置くかによって、ESG 評価の

重要性、アプローチや手法は大きく変わる。この点を整理した上で議論

することが重要ではないか。 

 ESG・無形資産が如何にビジネスモデル上で価値創造に繋がっているか

という情報は投資家として関心は大きい。ただし、その裏付けや根拠が

不明確である場合は評価しづらい。 

 企業の非財務ファクターとビジネスモデルを紐付けた開示の好事例と

して、ビジネスモデルを明確化し、それを継続するための戦略、戦略の

進捗、必要なインプットとアウトプットの関係性や KPI を説明している

ケースがある。 
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 アナリストは ESG や無形資産といった言葉に踊らされず、実質的な面を

見ている。ポイントはビジネスモデルや成長戦略と結び付かなければ意

味がない、という点である。ESG や無形資産といった言葉から入るので

はなく、実質をベースに検討しどのような当てはめ方があるのかは結果

論に過ぎないとすることが正しい分析のあり方ではないか。 

 投資家から見たとき、ビジネスモデルに関連する情報として、企業の文

化（Culture）とか価値観（Value）についてはあまり関心が高くない、

という英国の調査結果があり、これがある種の現実である。 

 将来の実現性が不確かな場合、「撤退戦略」が重要となる。長期投資家

としては、経営戦略において事業をどのように展開し、どのような条件

で撤退するのかを含め、ストーリーで説明してほしい。 

 企業が新規事業をはじめようとする際、投資家としては撤退の条件やル

ールの有無、また社外者である独立取締役に対してどのように説明し理

解を得たのかを確認する。例えば、新規事業で撤退判断が難しい事業は

社長直轄に置いて、いざという時は社長の責任で止める、という事例が

あった。 

 投資家としては、利益率、回転率、レバレッジに絡めつつ、非財務情報

を通じて ROE を高めていくストーリーが開示されることを期待してい

る。 

 企業評価上、企業のリスク対応に関する情報の重要性が増している。統

合報告書の中に、リスク対応に関する情報が記載されることが望ましい。 

 中期経営計画について、長期的な話は限られるものの、公開している企

業は少なくともアナリストとしてコメントをレポートに載せることが

できる。そのため、中期経営計画を出していない企業もある。最低限、

中期経営計画は出していただきたい。  

 ESG の取組に慈善事業の色合いがあっても、収益予測や中長期の価値に

結び付くものは株式評価において考慮する。また、将来発生するリスク

の観点を事前に把握するという観点で重要となる場合もある。 

 エクイティ・ストーリーの整理に向けては既存の開示制度の範囲内で対

応することも可能ではないか。例えば、有価証券報告書上の「対処すべ

き課題」の項目について、「持続的な企業価値に関する情報を書くこと

が望ましい」、といった指針により関連情報の開示を促すことも有効で
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はないか。 

 

2.2.3 企業側の開示・情報発信体制の未整備 

 株主や投資家が求める誠実な経営の実践と持続的な成長の達成を両立

し、より進化させるための経営力・マネジメントシステムを企業が強化

してこなかった結果、日本企業は情報開示力や IR 等の対話力が不足し

ているのではないか。 

 重要な非財務資産は何であるかを定義し、自社の価値創造ストーリーを

非財務情報も絡め、体系立てて話しをするような機会は少ない。 

 上場して長年あるいは公募増資も何年もしていないような場合、自社の

企業価値に対する重要なファクターやストーリーが整理できず、見失っ

ている企業が多いのではないか。 

 企業経営者も差別化に繋がるか否かで投資判断をすると思う。しかし、

その差別化に繋がる、自社にとって重要な要素を明確に出来ていない企

業も多い。 

 投資家による投資先選定やデューデリジェンス時のポイントとして、例

えば、ビジネスモデルの変化などの企業における大きな変革、ROE 向上

に向けた大規模投資といった企業として大きな変革を迎える機会に、非

財務情報と関連させながらタイムリーに開示をしていくという意識が

企業には不足しているかもしれない。 

 多くの経営者は IR 活動を行うことに積極的な目的意識を見出していな

い。その要因は IR が果たす効果というのを具体的に認識できていない

のではないか。このことが上記マネジメントシステム強化を進められな

い制約になっているのではないか。 

 建設的な対話やエンゲージメントの必要条件として、企業理念、長期の

価値創造ストーリー、無形資産・知的資産等を含めたコアコンピタンス

といった企業の経営情報の自発的な開示が必要である。その十分条件と

して、企業の開示情報を分析した機関投資家は、企業に対して積極的に

具体的な提案を行うことが挙げられる。 

 ESG 投資家が IR オフィサーに求める情報は多岐に渡る。企業理念や事

業の強みを熟知し、投資家と互角にバリエーションの議論をでき、しか
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もグローバル経済からインベストメントチェーンの動向から ESG に至

るまでが対話のテーマになりつつある。 

 IR 人材はプロパーを核に、社外ではなく、社内から優秀なメンバーを

集める必要がある。ただ、IR 活動の内容を“見える化”して存在感を

高めない限り、優秀な人材を社内で調達してくることはできない。 

 プロパー人材の OJT 教育が必要だが、企業価値評価などを極め、教育す

ることができる社内の人材は非常に少ない。この状況下で、社内の優秀

な人材を教育するために、外部人材を採るようにした。そうして当社の

チームはプロ集団になりつつある。 

 IR の役割としては、社内勉強会を開催し、経営者に IR 教育等の「対話」

のあり方についてインプットや意識づけを施すこと、株主や投資家が考

えていることを伝えることで経営陣を啓発することも重要な役割とし

て存在する。 

 IR の機能が弱ければ、株主・投資家が考えていることが CEO や経営陣

に伝わらない。企業が誠実な経営を実践して、持続的に成長して欲しい

というステークホルダーの要求に真摯に応えるための体制が企業側に

も必要なのではないか。もちろん聞く耳を持っていない場合、体制を強

化してもあまり意味がない。 

 厳しい事業環境下で、利益を 10BP～20BP 伸ばすことができないのであ

れば、経営者が IR に積極的に取組み、資本コストを下げる努力をすべ

きである。 

 アナリストはオフィシャルな企業情報以外はレポートに書いてはいけ

ない、という方向に向かっているため、非財務を含め、企業から積極的

な情報提供が行われることを期待している。 

 

2.2.4 開示のインセンティブの欠如 

 開示・IR 等を通じた対話は、資本コスト低減や株価ボラティリティ抑

制の効果がある。学術機関の実証研究においても、30bp ほどの資本コ

スト低減効果があると証明されている。当社の場合も、50～80bp ほど

の低減効果を得ている。 

 ネガティブなイベントが発生し、株価が下がった場合も、情報開示・IR
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に積極的な企業ほど株価の戻りが早いことが経験則として正しい、と多

くの投資家も言っている。 

 企業価値評価上、ESG の特にガバナンス（Ｇ）は「アメとムチ」のムチ

である。一生懸命取組んだ結果が株価に反映されなければ、本当の意味

でのインセンティブが湧かない。今後は日本においても、ESG に取組む

企業に資金が流れる仕組み作りも必要ではないか。 

 企業特有の強みを活かし、ESG や SDGｓ等社会の要請にコミットしなが

ら、価値を創造することで持続的な経営をしているのか。これを評価す

る評価基準があると、企業側としてより積極的に ESG へ取組めるかもし

れない。 

 健康経営銘柄等の公認の銘柄に選定されることが企業にとってインセ

ンティブとなるのであれば、例えば、『無形資産銘柄』といった取組も、

企業による無形資産投資等の取組を盛り上げるために有効ではないか。 

 企業として、ある銘柄に選定されるか否かという点よりも、その銘柄の

評価基準によって自社の状況が確認できることには意義がある。 

 持続性に関連した投資を行う企業が投資家から評価されることで努力

を続け、さらに資本市場がその企業を評価するといったサイクルが必要

である。GPIF が７月に公募し、現在選定中である ESG 指数がそのきっ

かけとなることを期待している。 

 

3 投資家の視点：現状と課題 

3.1 投資家の類型 

 企業を、株主にとっての価値を追求する「株主主権型」、多様なステー

クホルダーの利害を調整する「ステークホルダー型」に分類した場合、

ステークホルダー型企業を前提としない場合、ESG 投資が企業価値に繋

がる根拠を見出すことが困難である。 

 投資家としては株主主権型ありきではあるが、長期的な観点では、株主

主権型であっても株主以外のステークホルダーのことも十分正しく理

解することが必要になってくる。 

 長期的な視点のもとでは、「株主主権型」と「ステークホルダー型」が

追求する株主価値とステークホルダー価値は矛盾しない、という研究結
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果がある。 

 インタンジブルズがどのように直接的または間接的にビジネスモデル

に影響を及ぼすか、企業自身の理解や検証が不足している。その結果、

投資家とのコミュニケーションも十分なものとなっていない。 

 超長期投資を行うユニバーサルオーナーとして、市場のベータ改善を通

じた運用収益の拡大、つまり市場や経済そのものが持続的に成長するこ

とが、我々のパフォーマンスを上げる最も効果的かつ唯一の方法である。 

 ユニバーサルオーナーである以上、それぞれの企業が個別の利益の最大

化、要は短期的な利益を目的とした行動をすることによって、ネガティ

ブな外部性を発揮した場合は、当然ポートフォリオのどこかでそれを吸

収することになってしまう。 

 年金という性格上パッシブ運用が中心であるため、パッシブ運用機関の

スチュワードシップ活動の推進によるエンゲージメントの推進を強く

求めていくことになる。アクティブの投資家について必要に応じて短期

で売るという行為も当然投資行動として容認しなければ株式市場その

ものの効率が下がってしまう。 

 

3.2 投資家の投資手法 

 企業のファンダンメンタルを評価する際、「他社との差別化要素」およ

び「その差別化要素の持続性」を中心に評価する。 

 長期投資をするにあたり、長期投資の一つの観点や軸として ESG 分析を

実施し、業績予想に活用している。 

 ESG 関連銘柄に対する投資において、既存の関連インデックス、健康経

営銘柄やなでしこ銘柄における選定状況から収集した銘柄群をユニバ

ースとし、それに定量的な選定基準を加えて抽出した銘柄でポートフォ

リオを作成、運用している。 

 ESG に関連する投資手法として、伝統的投資における組入れ（既存のフ

ァンダメンタル投資上で ESG を考慮）、サステナブル投資、およびイン

ベストメント・スチュワードシップ（対話や議決権行使に ESG を考慮）

がある。さらにサステナブル投資はネガティブ・スクリーニング、ESG

投資、インパクト投資で構成される。 
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3.3 長期投資、ESG・無形資産（含 CSR）に対する投資家の考え方 

3.3.1 ESG・無形資産の捉え方、期待する効果 

 長期投資の判断に必要な企業固有の定性的特徴（非財務情報）を ESG 的

に整理するという考え方であれば違和感はなくすっきりすると思う。 

 近江商人の ROE を見ると意外に高く、「慈善事業のような取組の全てが、

投資家の観点から外れる」とは言い切れないかもしれない。慈善事業が

企業の寿命を延ばし、長く優位性を保つ上での“助け”となったという

こともありうるのではないか。 

 研究開発の内容を見たり、先を見据えてマザー工場を維持しているか否

か、また、ダイバーシティそのものの推進目的ではなく、人材不足への

対応・対策としてダイバーシティが機能しているのか等、目線を変える

と無形資産として見えてくるものがある。 

 投資家は企業を調査する時に ESG から入ることはしておらず、オーソド

ックスに、その企業がどのような活動をしてそれがどのような価値を産

んでいるか、どのように競争力に繋げているか等を見ている。 

 労働環境に対する投資や教育等の人材投資といった投下金額のみで捉

えられないものが存在する。投下資金とパフォーマンスの関連性という

捉え方により、本来あるべき企業の投資の捉え方が狭められてしまうの

ではないか。 

 投資家がリスクファクターとして ESG の観点で捉えているものと、SDGs

や CSV の議論でビジネスのオポチュニティーの観点で捉えているもの

は、リスクとオポチュニティーと正反対の観点であるにもかかわらず、

それぞれ実は同じことをバリューと捉えているのではないか。 

 ESG 情報のうち、ES の課題への経営陣の姿勢等の対応体制が出来ている

か、またそれがきちんと開示されているかを見るため、特にガバナンス

（G）を重点的に見ている。 

 

a. 資本コストの低減 

 資本コストを下げる ESG・無形資産投資について開示することによって

資本コストも下がる。実証は難しいが、そのような側面はある。 
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b. 財務情報に対する補完 

 財務情報の裏に隠されている非財務情報を認識・理解して、企業価値分

析へ応用することが、アナリストとしての差別化要素として位置付けら

れている。 

 ESG ありきで長期投資できるか、というロジックには違和感がある。10

年など長期間投資をするためには、財務的数字の見通しの難しさを、企

業固有の定性的特徴（非財務情報）から補完する必要があり、その中に

ESG が含まれている。 

 ESG にコミットして持続的成長を目指す企業を適切に評価するため、PBR

のような投資家目線の財務指標のみならず、別の指標が必要である。 

 企業価値の分析をする際、優れた企業の遺伝子について、例えば企業の

“社史”から歴史を辿って調べて、ベンチマークを作ることがポイント

である。 

 ESG だけを見ても差別化要素やその持続性はわからないが、既存の財務

分析や投資分析と組み合わせることで、企業評価の精度や質の向上に資

するのではないかと考えている。 

 様々なリスクに目配せできる企業はデフォルトリスクが低い、という仮

説を持っている。非財務情報とパフォーマンスの関係から、与信・投資

の判断において、非財務情報を考慮することに一定の有効性はあると個

人的に感じている。 

 

c. 健全な企業活動や経営を示す指標 

 ESG へ取組が優れている企業が、そうでない企業よりも企業価値が高い

のは、間違ってはいないのだと思うが、それは ESG の取組が企業価値を

上げたのではなく、本業を通じて短期的に利益を上げられる企業が、次

に長期的な発展を実現するために ESG の取組が必要となる、ということ

ではないか。ESG 投資がより浸透していった時に、投資をしてもらうた

めに「本業をないがしろにしてでもまず ESG だ」という風潮とならない

か、懸念している。 

 ESG の取組は、企業活動の“リトマス試験紙”と捉えることができる。
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ESG に適切に取組む企業は、本業も適切に取組んでいると推測できるた

め、投資家が安心して投資できるという因果関係ではないか。企業とし

てはそこを理解し、まずはきちんと本業で利益をあげた後、長期的な観

点から Eや Sの活動をしていくべきである 

 成熟した社会において、企業は、企業価値向上と社会活動と環境活動を

両立させることに積極的にチャレンジしていくべきと考えている。 

 アセットオーナーとして、過去のデータを見る限り、ESG 投資で超過収

益を上げることができるというコンセンサスには現状至っていない。一

方で、少なくとも中長期の投資家から見た場合、ESG の要素はリスクフ

ァクターであるという認識にはコンセンサスがあると思っている。 

 ESG の議論が進み、企業と投資家双方が ESG を企業の持続的価値向上に

重要なファクターと認識し始めれば、株式市場がそれをプライスインし

ていくようになり、結果として ESG が企業価値にとってのプラスのファ

クターである、と証明されていくのではないか。現時点では、長期のテ

ールリスク低減を図るための視点と捉えるのが現実的ではないか。 

 企業活動における ESG の重要性が高まる中、投資家として企業活動を見

極めるために ESG の取組を適切に評価しなければ、長期投資を行うこと

はできない。 

 長期的な業績成長が見込める企業は環境、社会、ガバナンスに適切に取

組んでいる。ESG と株価の相関も確認できることから、投資家として、

ESGの取組を改善してもらうよう対話やエンゲージメントを行うことが

重要と考えている。 

 企業の ESG 活動と比べて、無形資産への投資は、それが欠けた時にネガ

ティブなマイナス要因に繋がりうるものの、その予測がしにくい。例え

ば、人材への投資をしていなかったことがどれだけ将来の利益に影響し

たかを測るのは非常に難しい。その意味で、ESG 活動と無形資産投資を

一緒くたに捉えることは危険ではないか。 

 成長に資するファクターとなるケースもあるが、ESG はリスク要因や制

約条件として捉えた方が理解しやすい。企業評価の基本は、長期的かつ

継続的に、健全な利益成長が可能かどうかを調べていくことだが、健全

な利益成長を実現するために何が欠けているのか、企業を分析する際、

ESG というファクターを絡ませることでより分かりやすくなる。 
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d. 長期的なリスク調整後リターンの改善 

 ESG を考慮することにより、短期的な超過収益は出ずとも、リスク調整

後のリターンを改善する効果が長期で期待できるのであれば、GPIF と

しては投資に ESG を考慮することの意義は極めて大きいと考える。 

 ESG 指数を考える際、「リターンを犠牲にしない」という前提の場合、

短期的にも超過収益に寄与するような指数を見ようとするあまり、本来

であれば作られる指数も、ESG ではないファクターが加味されたり、ESG

が純粋に評価されるものとなっていないリスクがある。 

 日本のアナリストや投資家は ESG を「お堅い、綺麗ごと」という受け取

り方をしている一方で、企業の信頼性、持続性、クオリティ、定性情報

の重要性、リスクの中でもダウンサイドリスクに繋がる、という意見も

見受けられる。これは企業のファンダメンタルに関する戦略や投資と

ESG を別物として捉えているということではないか。 

 投資家と企業の間に情報の非対称性が存在する中、投資家が企業に安心

して経営を任せるためには企業が適切なガバナンスを持っていること

が前提となる。そういう意味で、G が E、S に並列されるのは違和感が

あり、Gは投資家にとって重要なファクターと言える。 

 E、S、G が並列されることへの違和感を説明し、ESG を正しく理解する

ためには、“ES through G”（ガバナンスを通じた環境面や社会面の取組）

と捉えた方が適切ではないか。 

 

3.3.2 ESG・無形資産投資に対する評価 

a.研究開発投資の取組 

 研究開発投資について、対話でもその内容などが十分触れられないこと

が多く、アナリストとしては財務数値を調べるしかなかった。 

 研究開発について、自社の取組内容を把握している経営陣はいるが、他

社の取組内容を把握している経営陣は少ない。 

 Intrinsic Value（本源的価値）を評価する際、機関投資家が独自に使

う財務モデルでは投資先候補企業の研究開発費をオンバランス化して

いる。これは横比較のためとか R&D を重要な Operating Asset として捉

えて CFROI を推定するため等の目的で、欧米ではかなり使われている手
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法である。 

 特許公表情報をビッグデータとして分析・俯瞰図化することにより、何

に注力しているかが分かる。この分析結果をエンゲージメントにおいて

用いている。 

 ビックデータを交えた分析の企業へのフィードバックで、企業トップの

危機感・刺激に繋がり、対話が活性化するケースがある。また、特に他

社が何をしているかを全体感として把握することができる点も、企業ト

ップの関心を生む。 

 

b.ブランド投資の取組 

 ブランド投資について、企業の投資が最終的にブランドの構築に繋がる

か否かを判断することは難しい。結果が出て、初めてブランドというこ

とが分かる。 

 競争力維持の観点ではブランドは大事であるが、一方、ブランドは「信

頼」であり、価値の毀損するリスクが高い。そのため、企業のブランド

の価値の視点から、ESG といったリスクファクターが重要となる。 

 

c. 人材投資の取組 

 企業のイノベーションを産み出す原動力が重要であり、イノベーション

を産み出すものは最終的には人間力である。その人間力をどのように向

上させたかを見るため、意識改革、教育制度、組織を分析する。オムロ

ンの「ROIC 経営２.０」のように、従業員の教育体系を統合報告書など

載せてもらえると、イノベーションを産み出す人間力と繋がっているこ

とがよく分かる。  

 企業の人的資本について、企業と対話する際は、企業の人口構成（人口

ピラミッド）に触れる。リストラ等により人口構成が歪な企業もあり、

企業の中長期計画と人口構成が整合しているか否かをチェックしてい

る。 

 人材投資については、企業が採る経営戦略によって投資すべき人材は異

なる。そのため、教育や採用が経営戦略と照らし合わせて、意味がある

か否かを議論する。 
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 人材投資について、グローバル企業と対話する際、グローバル人材を惹

きつける力を持った競合企業と比べても、魅力的な体系になっているか

どうかを評価している。また、グローバルに通用できるよう、人事体系

の平等性や競争性を如何にバランスさせるか、という点について対話を

行っている。 

 人的資本について、企業にとって重要な人材を「ドライバー」として特

定し、そのポテンシャル人材の獲得、リテンション、スキルアップ、他

社による引抜防止、さらに長期では後継者育成が重要と考えている。 

 企業の経営トップの選定について、日本の大企業のような内部昇格型の

場合、将来の経営幹部候補生の育成策が、候補者のキャリアの局面ごと

に設定されているかどうかをチェックする。一方、オーナー系や外部人

材を経営陣に迎える企業の場合、目の付け所が異なる。このように経営

トップの選定方法は企業ごとに違うため、投資家としても評価上は、パ

ターンを分けて、対話の内容も変えている。 

 長期投資家として、各職階の人材の能力やポテンシャルをどのように見

極めているのか、経営幹部候補生に対する集中的な取組等に関心がある。

ただし、これらの情報は明文化が難しく、開示が限られているため、実

際には企業との個別の対話の中で情報を得ている。 

 多くの企業は、教育体系が統合報告書に形式的に載っている程度である

が、形式的な情報のみでは内容が不明確でよく分からない。このような

点についても、企業とのエンゲージメントで触れていくことが、今後は

短期志向な質問よりも重要になっていくのではないか。 

 特定の人材が持つ個人的能力に頼り、後が続かないというケースがよく

ある。人間力をいかに会社全体として高めていくか、そのための教育体

系、組織体系、後継者育成について、対外的に示してもらえると安心感

に繋がるのではないか。 

 過去から現在に至るまでの経営陣とその実績をベンチマークして分析

している。その企業にとって必要なアクションを議論する材料として用

いている。 

 企業が直面する課題や社長の選任・解任の透明性が高まれば、投資判断

の材料情報となり、その結果、株式市場においても効果が見える可能性

がある。 
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 日本の社長交代を資本効率の面から分析すると、社長の交代が企業の

ROA や ROE の上昇に繋がっていない。日本企業の場合、社長交代によっ

て、株主価値を高める経営改革の改善に十分に機能しなかった、という

仮説に繋がっている。 

 日本企業にはプロフェッショナル人材を適正に評価するシステムが確

立していないが、その人材のリプレイスメント・コスト（この人材と同

等の人材を外から採用資する場合、いくらかかるのか）で評価するとい

う考え方が、プロ人材の確保のためには必要ではないか。 

 

3.4 投資家の情報源 

 アナリストが定量分析や定性分析を行う際の情報源として、基本的に企

業の公式発表や公開情報が用いられる。自動車セクターの場合、非財務

情報のうち、イノベーションを産み出す原動力を知る必要がある。その

ため、イノベーションが引き起こす変化を確認する必要があり、工場見

学や技術説明会など、現場を見ることで確認できる。 

 投資家が扱うデータ量が爆発的に拡大する中、投資家側の情報処理能力

も向上しており、近年はビッグデータやクラウドソースの AI を使った

分析が投資判断に活用されつつある。 

 ただし大切なのは取捨選別で、投資判断に何が重要かというアルゴリズ

ムを作るのは人間であり、いわゆる目利き力をどう高めるかは技術の活

用とは別で重要なポイントである。 

 投資家と企業の間には情報の非対称性が発生するため、アクティブ運用

している企業にとっては、未来を描けるアナリストから提供される情報

をしっかりと活用するか否かで、運用成績の格差が出てくる。 

 投資家の実務として、膨大な数の統合報告書を分析することが現実的に

難しく、また、定性情報が中心であることからアナリスト個々人で評価

が分かれることもあり、ESG・無形資産に関する情報について効率的な

分析ができていない。 

 ESG に関する格付けやスコアリングは、その根拠である情報特性、情報

の集約・単純化がもたらす影響について、適切に理解・注意して利用す

ることが必要である。 
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 企業間で統一性の無い公開情報や自己申告情報に基づいて算出される

ESG データは、必ず癖やバイアスが存在するため、投資判断における参

照情報としては、正確性や公平性に難があり、利用可能性について疑問

が残る。 

 

3.5 投資判断における受託者責任 

 受託者責任の観点から、財務的便益（エコノミックバリュー）を切り口

として ESG を理解する必要がある。ERISA 法の ESG に関する解釈におい

ては、財務的便益が少なくともニュートラルな範囲までであれば、機関

投資家が ESG を考慮して銘柄選択したとしても受託者責任には反しな

いとされる。 

 ESG 投資は、ダイベストメントなど非財務的目的が投資を制約する主張

まで含み多岐に渡るので、受託者責任を負う機関投資家として、具体的

にどう咀嚼して行動していくかは極めて難しい問題である。 

 

3.6 投資家側の課題 

3.6.1 投資家目線の企業に対するフィードバックの不足 

 ESG 等に関する投資家の評価視点は企業も関心があり、CPPIB が“人権”

を評価項目に追加したように投資家の視点を開示することは大事であ

る。特に民間投資家の場合、対象や優先度は統一的なものでなく、各社

異なってもいいのではないか。 

 企業は長期的に社会で存続するための成長を維持するために何をすべ

きかの視点で、ESG を経営・戦略に組み込んでいくべきである。また、

投資家はそれをどのように評価するか、どういった情報が必要かを明確

にすべきである。 

 企業は出せる情報、出しにくい情報、出せない情報を選別していて、投

資家が長期的に企業価値に関わるような情報として欲している情報と

の間にミスマッチが生じていると考える。 

 投資家やアナリストから投資戦略的視点で働きかけられることにより、

企業側の学びに繋がる。投資家やアナリストからそうした対話を通じた

示唆を与えられることで、企業の開示レベルの向上にも繋がる。 
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 投資家やアナリストはインタンジブルを考えながら評価をしている一

方で、アナリストレポートには評価について触れられていない。この点

が改善されると、企業のインタンジブルズに関する意識や考え方の向上

に繋がる。 

 

3.6.2 短期志向への傾倒 

 投資家の中に非財務情報を重視する動きが出ている。しかし、一方で四

半期決算により投資家からの四半期ベースの収益予想の要求があり、ア

ナリストが長期的視点で非財務の考慮ができない構造となっている点

が問題である。 

 目先の収益よりも長期投資という観点で考えた場合、四半期決算ではな

く、年２回の決算が好ましい。 

 月次の売上高や四半期の売上目標等を細かく開示し過ぎると、情報の非

対称性は無くなるが、イベントドリブンの投資家の格好のターゲットに

なる。当社は中長期の経営情報を積極的に自発的に開示する一方、短期

の情報開示は抑えている。 

 

4 対話の現状と課題 

4.1 対話の現状と課題（含 対話環境、制度） 

 業分析においては、その企業の歴史や背景を知ることが重要であるが、

経験の浅いアナリストがそういった部分を知るのには限界がある。会社

側がアナリストに対して、過去の経営戦略と経営陣の考え方、その歴史

的な推移と変遷といった定性情報について対話を通じて触れることに

より、企業のガバナンスに対するアナリストの理解を深め、深いエンゲ

ージメントに繋がる。 

 無形資産投資と収益性との関係については企業と投資家が一緒に考え

る必要がある。当方も、投資家として、経営トップとのミーティング、

あるいは会社の経営陣に対してレクチャーを行う機会を設けている。 

 様々な ESG あるいは CSR のアンケートが年間に約 10～20 ほどの回答依

頼が来る。中には 200 問とか 300 問も回答を求められ、企業として対応

しきれないものもある。 
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 業種ごとの違いが考慮されていない面があり、当社の場合、IIRC が示

す人的資本と知財資本は結構重視するが、環境資本や製造資本はほとん

ど該当しない。これを０と開示すべきかどうかで迷う。このようなちょ

っとしたズレが開示に一歩踏み出せない要因となっている。 

 同様の調査が数多くあって、どれを指針にしたらいいのかが分からない

というのが、ほとんどの IR の担当者の方の問題意識ではないか。 

 また、Bloomberg の ESG 開示スコアの場合、開示の有無しか見ず、開示

の内容が反映されない。例えば、社外取締役が過半数でも１点、取締役

の構成の開示は同じように１点という扱いである。 

 当社の場合、ダウ・ジョーンズのサステナビリティインデックスについ

て回答したところ、アジア太平洋銘柄に選ばれた。当社としてインデッ

クスに選定されたことは良い結果して捉えている。 

4.1.1 企業と投資家の時間軸のズレ 

 企業と投資家の対話において、例えば、セグメント毎の R&D の取組はど

うか、その成果はどうか、R&D 期間はどのくらいか、ということを対話

できると、長期的な視点での噛み合った対話が可能となり、企業評価も

変わってくるのではないか。  

 ESG 投資で難しい点は、時間軸と潜在的な影響が不透明な点である。例

えば、環境に悪い活動が行われていても、今年すぐに事故を起こすとは

限らない。 

 機関投資家との対話において、四半期報告からせいぜい来年度初旬の話

のように、「短期」の話に終始することが多い。特に多角化により業種

の数が多いと、質問を１個ずつ聞いていくと短期の話に終始して、対話

が終わってしまう。 

 無形資産投資や M&A において、投資家の投資期間の違い、およびそれに

基づく視点の違いを考慮することが重要である。例えば、短期投資家に

とって、将来的な実現性は意味がなく、一方、長期投資家は回収期間を

長く見ることができる。 

 

4.1.2 企業の情報開示に関するリスク 

 ESG・無形資産に関する情報の公開・開示については、企業が内発的に
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取組むためのインセンティブとなるような、きちんとその企業の価値向

上に資するような使われ方をすることが重要であり、逆に弊害が出るよ

うなことがないよう留意すべきでる。 

 ESG 情報の開示について企業が過度に保守的にならぬよう、遡及的な訴

訟から ESG 情報を開示した企業を守るセーフ・ハーバー・ルール（免責

条項）を設けることが必要ではないか。 

 

4.1.3 定義の曖昧性・煩雑性 

 ESG の各要素は、投資家の観点から見ると、投資と効果発出までのタイ

ムラグが異なるため、「ESG」を一つの単語でワンセットとして議論する

ことは正しくないのではないか。ガバナンス（Ｇ）はタイムラグが短く、

環境（Ｅ）と社会（Ｓ）はタイムラグが長い。また、 “利益を生む ES”

と“生まない ES”が存在する。 

 ESG には、慈善事業の側面と、長期収益に結び付ける側面との２つの方

法があるが、ここに出席しているようなメインストリームの投資家にと

っては長期収益に結び付ける考え方が重要であり、一般的と認識してい

る。 

 投資の際に、その企業の本業と関連性のある ESG 要因を考慮すると、パ

フォーマンスにポジティブな影響があると認識しているが、恐らく企業

に共通して投資に有効な ESG 要因は存在しないため、業種特性やビジネ

スモデル等をきちんと考慮する必要がある。企業としても重要性を自社

固有のマテリアリティと合わせて投資家へ伝えることが重要である。 

 企業の長期業績予想において、ESG 要素の効果を加味しており、経営に

対するポジティブな効果が期待できる企業に対して高い評価をしてい

る。 

 統合報告書内の非財務情報のみならず、実際は企業における価値創造プ

ロセスの背景にある色々な情報が、企業価値に影響する非財務情報であ

る。 

 社会（S）は、雇用・人権・人材育成・地域社会との関係等、多面的な

企業価値への影響が考えられる。その為、ESG という言葉で語ることに

よって、むしろ失われる、拾われないものが出てきて、長期投資との関

連性が見えなくなってしまう。 
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 ES には財務的目的のものと、ES そのものが目的の ES があり、それらを

分けて考える必要があるのではないか。「持続的成長に向けた投資」と

しては、持続的な生産性向上に繋がらない ESG への投資は、該当しない

のだと思う。 

 ES への投資で言えば、投資をした企業の価値だけがあがる投資と、社

会的価値があがる投資があるが区別は曖昧である。言い換えれば、社会

に存在するだけで価値のある資産と企業が所有して初めて収益を上げ

ることができる資産、と整理できるのではないか。 

 各資本は性質が異なり、単純に並列に並べるのではなく、企業の所有権

の有無等の特性も踏まえて類型化すべきではないか。例えば、R&D やソ

フトウェアと違い、人とかブランドなどの所有権などが確定しないもの

は、タイムスパンによっても価値をもたらすか否かは変わってくる。 

 E と S と G が同質で不可分なものとして語られるのは、議論を誤った方

向へ向かわせる危うさをはらんでいると思う。実際に PRI 署名機関に対

する調査結果によると、機関ごとに Eと Sと Gで対応や取組状況に温度

差がある。 

 社会（S）は、雇用・人権・人材育成・地域社会との関係等、多面的な

企業価値への影響が考えられる。その為、ESG という言葉で語ることに

よって、むしろ失われる、拾われないものが出てきて、長期投資との関

連性が見えなくなってしまう。 

 ES には財務的目的のものと、ES そのものが目的の ES があり、それらを

分けて考える必要があるのではないか。「持続的成長に向けた投資」と

しては、持続的な生産性向上に繋がらない ESG への投資は、該当しない

のだと思う。 

 ES への投資で言えば、投資をした企業の価値だけがあがる投資と、社

会的価値があがる投資があるが区別は曖昧である。言い換えれば、社会

に存在するだけで価値のある資産と企業が所有して初めて収益を上げ

ることができる資産、と整理できるのではないか。 

 E と S と G が同質で不可分なものとして語られるのは、議論を誤った方

向へ向かわせる危うさをはらんでいると思う。実際に PRI 署名機関に対

する調査結果によると、機関ごとに Eと Sと Gで対応や取組状況に温度

差がある。 
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 ESG の定義が曖昧な状態で議論すると、投資家が事業企業の ESG を評価

するポイントを、企業側が誤解する恐れがある。 

 ESG 評価機関のデータをそのまま使うのではなく、「長期業績予想に重

要なもの」という観点で評価しており、その際、ESG と無形資産を厳密

に分けていない。ただし、投資家によって、ESG と無形資産の区分や定

義は様々である。 

 国際的な議論においても、ESG、CSR、CSV 等の曖昧さが未だ残る用語に

ついて、そろそろ正確な言葉の定義が必要ではないか、という流れにな

っている。 

 CSR という単語自体は認知度も上がったが、具体的な共通理解に繋がら

ないため、当社では CSR と呼ばず、サステナビリティと呼ぶことにした。

これにより、企業の持続性に関する取組であることを示している。 

 サステナブルインベストメントや責任投資を達成するために見るべき

ファクターとして ESG が用いられたが、昨今は「ESG 投資」という言葉

が曖昧なまま使われているのではないか。 

 

5 引き続き検討が期待される項目 

5.1 企業に求められる対応と期待 

5.1.1 株価を意識した経営の実践、コーポレートガバナンス責任の完遂 

 最終的には企業は株主を選ぶことはできないが、株主を選ぶ努力を惜しまな

い。また、株価を意識した経営を実践し、IR を行うということは、コーポ

レートガバナンスコード上の企業責任を果たす上での、一番重要なポイント

なのではないか。 

5.1.2 非財務情報と経営戦略やビジネスモデルとの紐づけ 

 投資家として、定量情報よりも、その定量情報の経営判断上の織り込み

方や経営上のストーリーといった定性情報を重視しており、長期戦略等

を通じて投資家に発信してほしい。また、投資家にどのように評価して

ほしいのかも伝えてほしい。定量情報は、定性的な情報がなければコン

テクストが分かりづらく、投資家として評価しづらい。 

 企業における ESG・無形資産に関する管理体制、経営戦略との紐づけ等
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について、KPI として示されることが、投資家にとって望ましい。 

 企業の ESG への取組が将来的な利益に繋がるかを評価することは難し

いが、例えば企業の全体戦略に ESG への取組が組み込まれ、戦略を達成

するために必要な取組であるか否か、という整理によって評価ができる

のではないか 

 

5.1.3 開示体制の見直し・整備 

 無形資産や無形資産投資は外部からは見えづらい。新技術やブランドの

創出・取得に繋がる研究開発、Ｍ＆Ａ、提携に関する情報について、企

業から積極的に投資家に対して発信してもらうことが望ましい。 

 投資家として、投資対象の時価が投資後どのように変動しているか、付

加価値の創出にどのように繋がっているか正確に把握することが難し

い。開示が進歩すれば、投資家にとって、無形資産に対する理解が容易

になるのではないか。 

 

5.2 投資家に求められる対応と期待 

5.2.1 スチュワードシップ責任の追及 

 情報開示や IR に積極的でなく、ESG の取組も見えない企業が、バリュ

エーション上は高く評価されているケースが現実にある。スチュワード

シップ責任の観点から、このような企業に投資をして本当にいいのか、

疑問に感じるところがある。ESG や無形資産を含めたバリュエーション、

投資判断の在り方について、本質的な議論をするために、建前抜きで、

本音で議論する必要があるのではないか。 

 

5.3 対話環境に関する期待、あるべき姿（含 政策・制度） 

5.3.1 情報開示の制度整備、ガイドラインやフレームワークの検討 

 ESG 等非財務情報に関する指標が乱立しており、どれを指針として用い

てよいか分からない企業は多い。  

 標準化と柔軟性のバランスを慎重に考慮しながら、一定の標準性のある
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フレームワーク等の何かしらの共通項に沿った議論できる環境が必要

ではないか。 

 定性的な非財務情報について、フレームワーク、指針やインデックスに

より、企業による開示の基礎が形作られていくことに投資家として期待

している。また、そのインデックスのパフォーマンスの有効性が確認さ

れれば機関投資家としては有用である。  

 企業特性、ビジネスモデル、地域、文化、社会制度、法令等の違いを考

慮しつつ、開示・報告に関する一貫性のあるフレームワークが望ましい。 

 ESG に関するアンケートに回答する際、企業側として「よく見せよう」

という気持ちが働いてしまう。より公平性を保つため、業種やビジネス

モデルの違いは考慮する必要はあるものの、一貫性を担保出来るフレー

ムワークや指針は意義があると企業として感じている。 

 日本企業が自社でマテリアリティが低いと判断した項目を開示しない

ことにより、結果的に評価面で損をするケースが散見される。標準的な

開示事項をフレームワークや指針を通じて示すことは、日本企業が適切

に評価されるために意義がある。 

 企業が採用するか否かは任意でいいと思うが、長期投資家としては「投

資家に向けた開示」の企業向けガイドラインがあると望ましい。 

 ESG や無形資産に関する開示のガイドラインについては、ESG や無形資

産に関する評価は非常に個別性が強いため、業種や企業規模などを丁寧

に考慮したものである必要がある。 

 企業や業種ごとに個別性が強い個別事項について、ガイドラインを発出

することは不可能である。他方、パームオイルや気候変動等の環境問題

はグローバル投資家が厳しく見ており、企業にとってはレピュテーショ

ンリスクがあるし、取締役会や経営陣のダイバーシティを重視する投資

家もいる。したがって、SDGs での人権や環境課題といったグローバル

アジェンダのような部分についてガイドライン化し、グローバル投資家

の視点の共有を図ることには意義がある。 

 企業の競争力の源泉となる要素は企業や業種ごとに異なるため、ガイド

ライン等で定型的に示すのは難しく、企業と投資家の「対話」を通じて

把握・特定することが必要ではないか。 

 米国の機関である SASB のガイドラインは多くの欧州企業に利用されて



 

32 
 

おり、業種別の非財務情報開示に関するガイドラインに対する期待やニ

ーズは存在すると言える。 

以上 

 


