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1.統合報告とESG
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出所：経済産業省 2017年5月29日

➢共通言語： 企業と投資家の対話を深化させる共通言語
➢統合的思考： 価値創造のための要素の結合・連結
➢ESとG： ESは解決すべき社会課題（対象）、Gは取組みの監督および牽制体制

1. 2. 3.
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ビ
ジ
ネ
ス

企業価値向上への働きかけか、株価材料か

1-1.ESGを巡る多様な取組姿勢

リスク

機会

Exclusion ListIndex

NGO、消費者、取引先
ESG評価機関
政府系機関など

投資家
（アセットオーナー）

投資家
（インテグレーション）

投資家
（パッシブ）

ESG評価機関

環境影響、有害物質の
取扱、労働安全衛生管
理、人権など

先進的取組、ソリューション、
イノベーションなど

ESG格付け評価重視ESG格付け評価重視

事業活動、社会・ステークホルダー、資本市場評価・・・誰にとってのマテリアリティなのか？

持続可能性を阻むESGリスクへの備え、ESG要素を機会として活かす用意周到さが次の競争力の源泉になる

投資家
（ESG特化型）

ESG評価機関・環境情報管理機関

企業、投資家はどちら
の軸を重視するのか

企業：“事業視点”
投資家：企業価値

企業：“格付け”
投資家：株価

出所：フィデリティ投信作成

GPIF

1. 2. 3.
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 2011年、鉄鉱石大手BHPビリトンがユニバーシティカレッジ・ロンドン
（UCL)のアデレード校の資源・エネルギー関連の研究施設支援（総額
1000万豪ドル）に合意したことが問題に。2017年、UCLアデレード校閉鎖。

 機関投資家「欧米800社 投資撤退」（日本経済新聞 2018年2月3日付け朝刊7面）

 仏退職年金基金「たばこや石炭 投資撤退」（日本経済新聞2018年3月3日付け
朝刊15面）

1-2.Exclusion List、Divestmentの波は日本にも
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出所：フィデリティ投信

1-3.アセットマネージャーとしてのExclusion Policy

1. 2. 3.
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出所：フィデリティ投信



2.投資家としての“ガイダンス”の活用方法
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– 目的は、①企業価値評価、②評価結果に基づく投資判断の確信度（conviction）向上

– したがって、上記①、②に重要な関連情報に優先順位付けをして情報を検索、確認する

– また、求める情報の関連情報による確認や、情報全体の整合性を重視する

– “ガイダンス”はガイダンスとしての汎用的な目的があるが、実用する場合、最初から終わりま
で順番に聞いていくような使い方はしない

– 成長性・成長力について、需要サイドへ関心が向きがちだが、より長期的視点に立つ場合、
供給サイド（成長に必要な経営資本の確保・増強）との整合性がより重要になる

アクティブ運用者としてのフィデリティの視点

2-1.投資家としての“ガイダンス”の活用方法

アクティブ運用者として欠かせないプロセス：投資対象企業の選択、投資視点の選択、企業価値評価、投資判断

1. 2. 3.
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開示情報の分析、情報収集の目的

2-2.投資判断における企業価値の評価

差別化、高付加価値、競争力

市場開拓力、シェア、持続可能性

開示、説明、対話、実績・説得力

実行力、柔軟性、問題解決力

①企業価値評価、②投資判断の確信度向上

1. 2. 3.
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出所：フィデリティ投信作成

出発点も終点も企業価値評価

2-3.エンゲージメントに臨む姿勢：経営課題の絞込み

執行 監督

ビジネス
モデル

戦略 ガバナンスKPI

成長に必要な
経営資本（供
給サイド）

売上高成長ド
ライバー（需
要サイド）

企業価値創造
ドライバーの
要素分解

持続可能性・
成長性

1. 2. 3.
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出所：経済産業省 2017年5月29日発表「価値協創ガイダンス」に筆者書き込み

➢ 共通言語： 企業と投資家の対話を深化させる共通言語

➢ 統合的思考： 価値創造のための要素の結合・連結

➢ ESG： ESとGは別次元

Return Growth

Management

Visibility

Visibility

Management

Growth

1. 2. 3.
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１．エンゲージメントの相手（企業側）

▪企業の経営執行の責任者（代表執行役、執行役）、経営監督の責任者（取締役、社外取締役等社外役員）、ただ
し、入り口はIR担当者

▪公表されている中計の期間を超える、長期を見据えた「会社の目指すべき姿」や克服すべき戦略上の課題など、
IR担当者の独断では応えられない内容でも、経営トップであればビジョンとして語ることができる。

２．エンゲージメントでの留意点

▪企業とエンゲージメントの議題を共有し、一方的な質疑ではなく双方向で行う

３．エンゲージメントのステップ

2-4.フィデリティのエンゲージメント・アプローチ

課題の共有 解決策 事例提示
成果の確認・
進捗モニター

懸念事項について、
投資家が気付かない
経営上の正当な理由
があるのかどうか確
認する

投資家が考える解決
策と期待効果を説明
し、検討を依頼する

•様々な事例や一般化した解決
例を提示

•企業側から追加質問を受ける
•検討と決断は企業側にある

•企業側の検討結果や意思決定
は公表までわからない

•予め想定したKPIやアクション
に係る適時開示で進捗を把握

出所：フィデリティ投信

1. 2. 3.
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2-5.建設的な「目的を持った対話」＝Engagement

建設的な『目的を持った対話』とは

機関投資家という専門家としての見識と責任を持ち、発行会社との意見交換によって経営課題に
ついて互いに共通理解と信頼関係を築き、課題解決に取り組むこと。

建設的（Constructive） ≠友好的（Friendly）

建設的とは、「企業と認識の共有を図る」、「問題の改善に努める」ことであり、
「結果を出す」、「課題解決を果たす」という意志が込められている。

目的とは

企業と投資家の協働により価値向上を果たすこと。

1. 2. 3.

出所：フィデリティ投信
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1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7

コーポレート・ガバナンス報告書の記載修正、独立役員届出　（翌日）

当社が提示した賛同条件に関連する説明を「お知らせ」としてプレスリリース　（約1週間後）

決算発表でのミスコミュニケーション（資本効率・株主還元軽視）について改善申し入れ⇒増配　（1か月後）

指名委員会構成変更提案７名（社外４名）⇒４名（社外３名）を反映　（2か月後）

議案として株主総会に諮る場合の賛同条件を説明⇒反映　（10週間後）

疑義、懸念払拭について意見交換⇒増配　（約10週間）

社外監査役の独立性欠如の問題を指摘⇒臨時株主総会を開催し独立社外監査役1名を追加　（3か月後）

KPI 中計KPI設定⇒反映　（4か月後）

ガバナンス指名諮問委員会の構成に疑問を提示⇒社内2名削減し社内2：社外5に変更　（6か月後）

マテリアリティ特定について投資家としての意見聴取⇒反映　（6か月後）

ノンコア撤退決断依頼⇒発表　（6か月後）

環境対策製品の上市早期化　（9か月後）

先行投資の回収規律について意見交換⇒製品サイクル管理手法採用、中計目標、KPIに反映、（1年後）

為替管理手法について意見交換⇒為替管理手法刷新　（1年後）

中計に反映、（1年後）

中計に反映、早期達成　（2年後）

ES対応への疑問について意見交換⇒ES目標設定へ　（準備中）

開示改善によるES低評価・過小評価是正（多数）⇒検討中

M&A規律について意見交換⇒検討中

アニュアルレポート、統合報告書へのフィードバック反映多数

その他

D W M Y

ガバナ

ンス

戦略

出所：フィデリティ投信作成

議題共有から成果確認まで（事例抜粋、実績ベース）

2-6.エンゲージメントの議題別時間軸

日ベース
週ベース

月ベース

年ベース

6．ガバナンス

5．KPI

4．戦略

3．持続可能性・
成長性

（注）中期経営計画の達成・未達成はエンゲージメントの
「成果」ではなく、経営の執行力として別途評価。但し、達
成度に応じ、次期中計課題についてエンゲーメントを更新。

2. ビジネス
モデル

1. 2. 3.

ESG

ESG

ESG

ESG

ESG



3.“ガイダンス”の活用で企業に期待すること
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– 担当者が統合報告「書」を作るためでなく、経営者が統合的に把握し伝えるためのガイダンス

– 「形式的・固定的に捉えない」「各項目を示す順番や内容についても柔軟に」 ⇒ ただし、
チェック・リストとしての使い方はあり得る（その上で、要・不要を判断し説明できればよい）

– 全体を俯瞰することの重要性 ⇒ 軸と統合の両立（そぎおとすこと）が可能になる

– 社内での対話に活用することができる

o社外取締役における活用

oマテリアリティの特定

o新任社長の準備、など

共通言語の活用、価値創造要素の連結、全体の俯瞰、要点の整理

3-1.“ガイダンス”の活用で企業に期待すること

1. 2. 3.
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➢共通言語： 企業と投資家の対話を深化させる共通言語
➢統合的思考： 価値創造のための要素の結合・連結
➢ESとG： ESは解決すべき社会課題（対象）、Gは取組みの監督および牽制体制

マテリアリティ特定にあ
たり、多くの企業が原点
回帰し創業者の理念を紐
解き、存在意義の確認や
事業の見直しの判断軸と
して役立てている。

1. 2. 3.

出所：経済産業省 2017年5月29日発表「価値協創ガイダンス」に筆者書き込み
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出所：ソニー株式会社 経営方針説明会2017年5月23日

1. 2. 3.
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出所：オムロン株式会社HP、アニュアルレポート2010

1. 2. 3.
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事業部門長の視点の延長ではなく、連結経営トップの視点が求められている

3-2.全体を俯瞰し要点を簡潔に整理

非財務情報の重要性が強調され
ている背景には、グローバルに
連鎖する様々な社会的課題克服
のソリューションやイノベー
ションに必要な長期投資を促す
ことがある。

将来ビジョン、ビジネス
モデルの持続可能性、成
長性、それらを担保する
ガバナンスと全体の整合
性に納得すれば、実現可
能性への投資家の評価
（確信度）は高まる。

1. 2. 3.



|22 統合報告・ESG対話フォーラム 2018年3月9日資料

出所：エステー株式会社 企業価値の創造報告書2017

13㌻に込めた「全体感」と、ニーズに応じた各種情報への「入り口」という使い方

3-3.投資家は情報開示を求めつつ、要点の簡潔さも望む

1. 2. 3.
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➢共通言語： 企業と投資家の対話を深化させる共通言語
➢統合的思考： 価値創造のための要素の結合・連結
➢ESとG： ESは解決すべき社会課題（対象）、Gは取組みの監督および牽制体制

結果を出さずに100年の

計を語っても投資家やス
テークホルダーからの信
頼を得ることはできない。

経営者がどのように分析、
評価しているか、成果に
ついての自己評価を示す
ことが重要である。

Visibility

1. 2. 3.

出所：経済産業省 2017年5月29日発表「価値協創ガイダンス」に筆者書き込み
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出所：カプコン 統合報告書2016

3-4.現場への落とし込み、達成可能性が伝わる固有の指標

1. 2. 3.
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目的は“結果のチェック/モニター”か、“仕掛け（ドライバー）の推定”か

3-5.情報保有者と情報利用者の間のVisibilityギャップ

開示情報

企業財務・経理投資家

財務諸比率分
析･モデル化、
推定、予想

予算･事業/営
業活動情報

管理会計･財務
会計情報

例）分子、分母、比率

Ratio＝A／B

２つのデータ（分子、分母）から
もう一つのデータ（比率）を算出

↓

何れも正確なデータ
↓

チェック/モニター（KPI)用

データが２つ決まれば、もう一つのデータ
が決まる

↓

一つの直近開示データと一つの仮定（不
確実）

仮定：①論理的に仮定、②経営方針から
解釈、③性質的に比較的安定・ヒストリカ

ル分析適用
↓

３つ目のデータを推定（不確実）
ドライバー、整合性チェックとして活用

1. 2. 3.
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出所：大和ハウス工業 統合報告書P.51

大和ハウス工業（第20回日経アニュアルリポートアウォード2017で準グランプリ受賞）

3-6.MD&Aから、実際にKPIとして活用していることが窺われる

1. 2. 3.
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Active investing is not science, it is an art
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▪ 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、データの正確性・完全
性について当社が責任を負うものではありません。

▪ 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変
更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するもの
ではありません。

▪ 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又
は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。

重要情報


