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「統合報告・ESG 対話フォーラム」について 
 

平成 29 年 12 月 
経済産業省産業資金課 

 

１．背景及び目的 
（１）企業の持続的成長に向けた投資 
日本は国内人口の急速な減少という大きな課題を抱えており、そうした中、

我が国経済を持続的な成長軌道に載せていくためには、経済成長の中心的役割

を担う企業が、足元だけでなく将来を見据えた投資が持続的に実行することに

より、持続的な「稼ぐ力」を獲得することが必要である。 
「第四次産業革命」が進展する中、企業は、有形資産だけでなく、無形資産

（人材や研究開発、知識・ノウハウ、ブランド等）を活用することにより、中

長期的な「稼ぐ力」を確保している。また、企業の投資の原資には限りがあり、

M&A・事業売却・撤退戦略を含む事業ポートフォリオマネジメントについて総

合的に検討することも必要である。 
企業の持続的成長のためには、経営理念やビジネスモデル、戦略、ガバナン

ス等を投資家に統合的に伝え、対話を通じて信任を得ること、また、自社の経

営のあり方を整理し、振り返り、更なる行動に結びつけていくことが必要であ

る。そのような考えから、本年 5 月に経済産業省において「価値協創ガイダン

ス」（以下、本ガイダンス）を策定した。そこで、具体的には本ガイダンスを用

いてどのような開示・対話が可能となり、企業が持続的な「稼ぐ力」を獲得で

きるのか。ガイダンスに基づく開示・対話の好事例（グッド・プラクティス）

とはどういったものか。これらを検討することが本フォーラムの大きな目的の

一つである。 

 
（２）企業に対する投資家の長期投資 
上述の通り、企業の持続的な成長のためには将来を見据えた投資が必要とな

るが、これを支える存在が中長期的な視点から資金（リスクマネー等）を拠出

する投資家等である。 
近年、アセットオーナーやアセットマネージャーは、ESG（環境、社会、ガ

バナンス）要素を投資判断や対話・エンゲージメント等のスチュワードシップ

活動に組み込み、企業の中長期の成長について関心を寄せている。こうした投

資家が持続的に収益（リターン）を得られるようにすることは、投資家だけの

問題ではなく、家計資産や年金等の運用状況に影響するものであり、国民の資

産形成及び国富の維持を左右するものである。 
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既にESG要素が投資判断に欠かせない要素であることは明らかになりつつあ

り、サスティナビリティ（持続可能な社会）への配慮、「責任投資（Responsible 
Investment）」の機運はますます高まっている。 
企業が持続的に収益を得られ、投資家がそうした企業に投資をし、国民がそ

の果実を得られるようにするためには投資家及び投資家に情報提供を行うアナ

リストが無形資産の適切な評価や非財務情報を用いた分析を通じて、企業の存

続可能性やリスク、成長性の判別の精度を高め、インベストメント・チェーン

の好循環につなげることが求められる。そうした考えから、本ガイダンスに関

しては企業のみならず投資家・アナリストにおける活用も期待している。 
こうした課題認識に立ち、業種・産業特性を考慮しつつ、本ガイダンスをベ

ースとした投資家やアナリストによる企業分析及び投資実務（諸外国との比較、

今後のアナリスト教育のあり方を含む）、機関投資家におけるスチュワードシッ

プ活動のあり方についての検討を進めることが本フォーラムの第二の目的であ

る。 

 
（３）本フォーラムの目的 
 このような状況や課題認識を受けて、「未来投資戦略 2017」においては、「経

営システムの強化、中長期的投資の促進」のための方策として、「「価値協創の

ための統合的開示・対話ガイダンス‐ESG・非財務情報と無形資産投資‐」（価

値協創ガイダンス）（平成 29 年 5 月 29 日経済産業省策定）を踏まえた企業の情

報提供・報告のベストプラクティスの分析及びそれを推進する場の設置、機関

投資家による運用機関に対するガイダンスの活用促進、非財務情報へのアクセ

ス向上を目的とした関係者による取組」等を通じて「ESG（環境、社会、ガバ

ナンス）要素も念頭に置いた中長期的な企業価値向上に資する開示を含む情報

提供や対話、投資手法の普及・発展を図る。」ことが盛り込まれている。 
この検討を行うため、「統合報告・ESG 対話フォーラム」を設立し、企業と投

資家の開示・対話のあり方の分析を行うとともに、それを推進するための必要

な政策対応等について検討を行うこととする。 

 
２．論点例 

前述１．の背景及び目的を踏まえ、たとえば以下のような論点について議論

を行い、企業と投資家の具体的な開示・対話事例を把握・分析し、課題を抽出

する。さらに企業や政府に求められる対応について検討を行う。 
 統合的開示・対話を通じた企業の情報提供（非財務情報開示等）のあり方 
 持続可能な開発目標（SDGs）等で掲げられる目標の経営戦略への組み込

み 
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 統合的開示、非財務情報開示に対する投資家の評価、アナリスト実務（ア

ナリスト教育を含む）のあり方 
 機関投資家におけるスチュワードシップ活動のあり方 
 上記を踏まえた環境整備等、政策対応の方向性等 

 
３．メンバー 
有識者、企業経営者、機関投資家、資本市場関係者等をメンバーとし、関係

省庁や機関がオブザーバーとして参加。必要に応じてメンバーの追加やサブグ

ループでの検討も実施。 

 
４．開催スケジュール及びテーマ例 
各月 1 回程度のペースで 6 月頃まで開催を予定。各回のテーマは今後調整。 

 

 開催時期 テーマ例 

第 1 回 12 月 18 日（月） 
9:00～11:00 

価値協創ガイダンスの普及・浸透のあり方 

第 2 回 1 月 22 日（月） 
10:00～12:00 

・ ガイダンスを活用した企業による情報提供

のあり方 
・ ガイダンスを活用した投資家による企業分

析、対話・エンゲージメントのあり方 
・ 継続的なベストプラクティス評価機関のあ

り方 

第 3 回 2 月 9 日（金） 
13:30～15:30 

第 4 回 2 月 19 日（月） 
10:00～12:00 

第 5 回 3 月（未定） 

第 6 回 4 月（未定） 

第 7 回 5 月～6 月 
（未定） 

価値協創ガイダンスの普及・浸透のあり方（ま

とめ） 
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別紙１ 
メンバー 

 
モデレーター 
伊藤 邦雄 一橋大学大学院商学研究科 特任教授 

 
参加者（企業） 
安藤 聡 オムロン株式会社 取締役 
上山 茂 花王株式会社 執行役員 経営サポート部門統括 
小野田 泰 JXTG ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 経

営企画部・事業企画部・IT 戦略部管掌 
加藤 浩嗣 株式会社丸井グループ 取締役 上席執行役員 IR 部長、経

営企画・ESG 推進担当 
久保 雅晴 三井化学株式会社 代表取締役 副社長執行役員 
戸出 巌 三菱商事株式会社 取締役 常務執行役員コーポレート担当

役員（事業投資総括、サステナビリティ推進） 
長谷川 直和 ダイドーグループホールディングス株式会社 執行役員 コ

ーポレートコミュニケーション部長 
平林 秀樹 東レ株式会社 取締役 CSR 全般統括 IR 室・広報室・宣伝

室統括 総務・法務部門長 東京事業場長 
栁澤 孝旨 株式会社スタートトゥデイ 取締役副社長兼 CFO 
湯浅 隆行 東京海上ホールディングス株式会社 常務取締役 グループ

CFO 
横田 乃里也 キリンホールディングス株式会社 常務執行役員 グループ

経営戦略担当ディレクター 
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参加者（投資家・アナリスト、有識者） 
井口 譲二 ニッセイアセットマネジメント株式会社 株式運用部担当部

長、チーフ・コーポレート・ガバナンス・オフィサー 
江良 明嗣 ブラックロック・ジャパン株式会社 ディレクター 運用部

門 インベストメント・スチュワードシップ部長 
小口 俊朗 ガバナンス・フォー・オーナーズ・ジャパン株式会社 代表

取締役 
許斐 潤 野村證券株式会社 金融経済研究所長 経営役 
佐藤 淑子 一般社団法人日本 IR 協議会 専務理事 
三瓶 裕喜 フィデリティ投信株式会社 ヘッド オブ エンゲージメン

ト 
銭谷 美幸 第一生命保険株式会社 責任投資推進室長 
寺沢 徹 アセットマネジメント One 株式会社 運用本部 責任投資部

長 
兵庫 真一郎 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 資産運用部 ESG 推進室 チ

ーフアナリスト兼チーフファンドマネージャー 
藤野 英人 レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役社長 最

高投資責任者 
堀井 浩之 三井住友信託銀行株式会社 スチュワードシップ推進部長 
松島 憲之   三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 チーフリサー

チアドバイザー 
（2017 年 12 月時点、敬称略、50 音順） 

 
オブザーバー 
環境省、金融庁、（一財）企業活力研究所、企業年金連合会、（株）東京証券取

引所、（一社）日本投資顧問業協会、（一社）Japan Innovation Network 

 
 
事務局 
経済産業省 産業資金課 
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別紙２ 

 
（参考）未来投資戦略 2017（抄） 

 
 
Ⅱ－Ｂ－３．「形式」から「実質」へのコーポレートガバナンス・産業の新陳代

謝（ｐ１１６） 

 
② 経営システムの強化、中長期的投資の促進 
・「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス‐ESG・非財務情報と無形資

産投資‐」（価値協創ガイダンス）（平成 29 年５月 29 日経済産業省策定）を踏

まえた企業の情報提供・報告のベストプラクティスの分析及びそれを推進する

場の設置、機関投資家による運用機関に対するガイダンスの活用促進、非財務

情報へのアクセス向上を目的とした関係者による取組を行う。また、企業と投

資家の対話の場となる「環境情報開示基盤」の実証を行う。これらの取組等を

通じ、ESG（環境、社会、ガバナンス）要素も念頭に置いた中長期的な企業価

値向上に資する開示を含む情報提供や対話、投資手法の普及・発展を図る。 

 


