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調査方法 調査票の送付による質問調査(対象：2018年1月現在の全株式上場会社3,707社)
調査期間 2018年1月25日～3月6日（4月18日公表）
回答数(回答率) 1,006社（27.1％）

主な調査結果
①SSコード、CGコードの導入効果により、非財務情報を企業価値に関連付けて説明して
対話を深めようとする意識がより高まっている。

投資家等との対話において1年前に比べて行動や質問に変化が「見られる」「どちらとも言えない」と
回答した企業697社のうち、1年前に比べて対話が「促進された」と感じる企業の割合が58.8％
（2015年の同回答は30.2％）と増加。

②フェア・ディスクロージャー・ルール（FDルール）の導入を踏まえて、情報開示の充実や
情報開示方針の策定といった取り組みの兆し。

IR実施企業981社のうち、自律的な情報開示のよりどころとして「DP（ディスクロージャー・ポリ
シー）を策定し公表している」企業は43.6％

③投資家の関心が高いとされる資本政策を策定し開示したうえで資本コストも意識した
説明をする姿勢が表れてきた。

IR実施企業(同)のうち、資本政策を「策定している企業」は66.4％（2016年60.7％、2014
年32.6％）と年々増加。そのうち「策定し公表している」が45.8％（前回35.6％）と増加。
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日本ＩＲ協議会 2018年度「ＩＲ活動の実態調査」結果



近年の「ＩＲ活動の実態調査」結果からは、非財務情報の活用に関心が高い一方、
「企業価値とどのように結びつけて説明・対話すべきか」が課題となっている。

そうした課題への対応に向けて、
(1)対話で活用する非財務情報の重要性認識と開示状況
(2)活用中、または活用予定の非財務情報開示指針等
(3)中長期視点の対話に向けての取り組み状況

にフォーカスして考察を試みた。回答企業の属性は以下の通り。
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非財務情報の活用や課題への対応に向けて

売上高（連結ベース） 件　数 割合(%)

100億円未満 171 17.0

100～500億円未満 256 25.4

500～1,000億円未満 131 13.0

1,000～3,000億円未満 183 18.2

3,000～5,000億円未満 71 7.1

5,000億～１兆円未満 87 8.6

１兆円以上 107 10.6

株式公開市場 件　数 割合(%)

東京証券取引所１部 728 72.4

東京証券取引所２部 69 6.9

東証マザーズ 42 4.2

東京プロマーケット 4 0.4

名古屋証券取引所１部 73 7.3

名古屋証券取引所２部 21 2.1

福岡証券取引所 34 3.4

札幌証券取引所 15 1.5

ＪＡＳＤＡＱ 141 14.0

ニューヨーク証券取引所 8 0.8

ロンドン証券取引所 2 0.2

その他 5 0.5

N=1,006（ ）内は社数
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非財務情報の活用推進や課題への対応に向けて

「価値協創ガイダンス」の主要項目と、日本ＩＲ協議会「ＩＲ活動の実態調査」Q7「開示が
重要だと考える非財務情報（含むESG情報）、および実際に開示している非財務情報」の
選択肢との関係

価値協創ガイ
ダンス

価値観 ビジネスモデル 持続可能性・
成長性

戦略 成果と重要な
成果指標

ガバナンス

「ＩＲ活動の
実態調査」にお
ける選択肢

企業理念、経
営ビジョン

ビジネスモデル

（例：付加価
値を生み出す
収益構造やド
ライバー、
競争優位性の
源泉となる経
営資源や無形
資産など）

持続的な成長
に向けての取り
組み

（例：ＥＳＧ
に対する認識
や主要なステー
クホルダーとの
関係構築な
ど）

リスクの認識と
そのマネジメン
ト

（例：事業環
境の変化リスク
対応など）

事業戦略の強
化

（例：ＳＤＧ
ｓの意識や社
会との関係構
築、研究開発、
人材、知的資
本への投資とそ
の進捗など）

多様な資本を
活用して得た
価値を評価す
る仕組み

（例：企業独
自のＫＰＩ：
重要業績管理
指標や、中長
期の経営戦
略・経営計画
の成果を測る
指標の設定な
ど）

コーポレートガ
バナンスによる
規律づけ

（例：ガバナ
ンスの仕組みや
執行のモニタリ
ング、取締役の
実効性評価な
ど）

リスクの認識と
そのマネジメン
ト
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(1)対話で活用する非財務情報の重要性認識と開示（全体）

【Q7】開示が重要だと考える非財務情報（含むESG情報）の内容

開示が重要だと考える非財務情報の上位3項目は、「企業理念・ビジョン」 「ESGの認識など持続

的成長に向けての取り組み」 「ビジネスモデル」となっている。

下位3項目は「独自の企業価値評価の仕組み」 「取締役会評価などCGによる規律づけ」 「リスク

の認識とそのマネジメント」となっている。

N=981、複数回答
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【Q7】実際に開示している非財務情報

実際に開示している非財務情報の上位3項目は、「企業理念・ビジョン」 「ビジネスモデル」 「取締

役会評価などCGによる規律づけ」となっている。

下位3項目は「独自の企業価値評価の仕組み」 「SDGsとの紐づけなど事業戦略の強化」 「リス

クの認識とそのマネジメント」となっている。

N=981、複数回答

(1)対話で活用する非財務情報の重要性認識と開示（全体）
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【Q7】開示が重要だと考える非財務情報の内容/実際に開示している非財務情報のギャップ

重要だと認識されているが、実際に開示はなされていない非財務情報の上位3項目（ギャップの大

きい3項目）は、「SDGsとの紐づけなど事業戦略の強化」「独自の企業価値評価の仕組み」

「ESGの認識など持続的成長に向けての取り組み」となっている。

(1)対話で活用する非財務情報の重要性認識と開示（全体）
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【Q7】開示企業が多い非財務情報---その中で開示割合の高い上位5業種、低い下位5業種

「企業理念・ビジョン」は、電力・ガス、倉庫、損害保険、ゴム製品、石油、農林・水産・鉱業は全社開示

「ビジネスモデル」は、石油、その他金融、証券、損保、銀行など、金融機関が積極的に開示

「企業理念・ビジョン」 「ビジネスモデル」

(1)対話で活用する非財務情報の開示（業種別）

（ ）内は社数 （ ）内は社数
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「取締役会評価などCGによる規律づけ」は、損害保険、銀行、証券、その他金融、電力・ガスが積極開示。

ゴム製品は開示企業なし

「取締役会評価などCGによる規律づけ」

【Q7】開示企業が多い非財務情報--その中で開示割合の高い上位5業種、低い下位5業種

(1)対話で活用する非財務情報の開示（業種別）

（ ）内は社数
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「SDGsとの紐づけなど事業戦略の強化」 「独自の企業価値評価の仕組み」

【Q7】開示企業が少ない、重要性の認識と開示ギャップも大きい非財務情報--その中で開示割合の
高い上位5業種、低い下位5業種

(1)対話で活用する非財務情報の開示（業種別）

「SDGsとの紐づけなど事業戦略の強化」は、損害保険、証券、石油、農林・水産・鉱業、銀行などが積

極開示。倉庫、ゴム製品は開示企業なし

「独自の企業価値評価の仕組み」は、損害保険、銀行、証券、電力・ガス、倉庫が積極開示。鉄鋼、ゴム

製品、石油、農林水産鉱業は開示企業なし

（ ）内は社数
（ ）内は社数
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「ESGの認識など持続的成長に向けての
取り組み」

「リスクの認識とそのマネジメント」

【Q7】開示企業が少ない、重要性の認識と開示ギャップも大きい非財務情報--その中で割合の高い
上位5業種、低い下位5業種

「ESGの認識など持続的成長に向けての取り組み」は、損害保険、電力・ガス、証券、農林・水産・鉱業が

積極的に開示

「リスク認識とそのマネジメント」は、石油、電力・ガス、証券、損害保険、その他金融が積極的に開示

(1)対話で活用する非財務情報の開示（業種別）

（ ）内は社数
（ ）内は社数
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上場企業が重要視し、実際に開示もしている企業の割合が高い項目は、「価値観」(企業理念やビジョン)

と、「ビジネスモデル」である。

重要視されているが、開示している企業の割合が低い（ギャップの大きい）項目は、「戦略」(「SDGsとの

紐づけなど事業戦略の強化)、「成果と重要な成果指標」(独自の企業価値評価の仕組みなど)、「持続可

能性・成長性」(ESGの認識など持続的成長に向けての取り組み)である。

「価値観」はほとんどの業種が開示しているが、「ビジネスモデル」は、開示比率の高い業種が金融機関に集

まっている。

「戦略」は、損害保険、証券に加え農林・水産・鉱業、 「成果と重要な成果指標」は、金融機関に加えて電

力・ガス、 「持続可能性・成長性」は、損害保険、証券に加えて電力・ガス、農林・水産・鉱業、化学、「ガバ

ナンス」は、金融機関に加えて電力・ガスの開示比率が高い。

各項目で開示比率の低い業種は異なるが、複数の「重要視されているが、開示はなされていない（ギャッ

プの大きい）項目」において開示比率の低い業種にあがっているのは、ゴム製品、倉庫、鉄鋼である。

(1)対話で活用する非財務情報の重要性認識と開示のまとめ
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(2)活用中、または活用予定の非財務情報開示指針等（全体）

【Q９】活用している、または活用を考えている非財務情報開示に関する指針等

「活用している、または活用を考えている指針等」のうちでは、「価値協創ガイダンス」が最も多く、IIRC、

GRIと続く

N=981、複数回答
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(2)活用中、または活用予定の非財務情報開示指針等（売上高別）

【Q９】活用している、または活用を考えている非財務情報開示に関する指針等

売上高の小さい企業は、まだ活用割合は低いものの、価値協創ガイダンスを最も活用する傾向がある。

売上高1兆円超の企業は、3指針のうちではIIRCやGRIを、より活用しようとする傾向がある

売上高 ＩＩＲＣﾌﾚｰﾑﾜｰｸ GRIガイドライン 価値協創ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
～100億円 5.3% 4.1% 11.7%

100～500億円 8.2% 7.0% 18.0%
500～1,000億円 14.6% 13.8% 13.1%
1,000～3,000億円 25.1% 28.4% 30.6%
3,000～5,000億円 45.1% 40.8% 40.8%
5,000億～１兆円 50.6% 40.2% 44.8%

1兆円～ 65.1% 65.1% 46.2%

回答企業群を売上規模で分割し、各セクションにお
いて最も活用されている(または考えられている)非財
務情報の開示指針を青色、次に活用されている(ま
たは考えられている)指針を水色で表示。
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(2)活用中、または活用予定の非財務情報開示指針等（上場市場別）

【Q９】活用している、または活用を考えている非財務情報開示に関する指針等

価値協創ガイダンスは、東証1部、東証2部、ジャスダック・マザーズ上場企業に共通して最も活用されて

いる

海外市場に上場するグローバル企業はIIRCやGRIを活用する傾向がある

上場市場 ＩＩＲＣﾌﾚｰﾑﾜｰｸ GRIガイドライン 価値協創ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
東証1部 30.9% 29.9% 31.6%
東証2部 1.5% 2.9% 10.3%

ジャスダック・マザーズ 7.1% 3.8% 10.4%
NY・ロンドン 44.4% 66.7% 22.2%

回答企業群を上場市場ごとに分割し、各市場にお
いて最も活用されている(または考えられている)非財
務情報の開示指針を青色、次に活用されている(また
は考えられている)指針を水色で表示。
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主な非財務情報開示指針のうち、「活用中、または活用予定」という回答は、「価値協創ガイダンス」

(26.2%) が最も多く、IIRC(24.5%) 、GRI(23.3%)であった。

価値協創ガイダンスは、比較的小規模の企業、 IIRC、GRIは、大規模の企業や東証1部や海外市場に

上場する企業で活用されている傾向が見られる。

(2)活用中、または活用予定の非財務情報開示指針等のまとめ
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(3)中長期視点の対話に向けての取り組み状況①（全体）

【Q18】資本政策を策定しているか/どのような資本政策か

ＩＲ実施企業981社のうち資本政策を「策定している」のは66.4%（ただし、公表の有無は問わない）

策定している政策は、株主還元政策がもっとも多く、ROE目標、資金使途計画と続いている

N=981 N=651、複数回答
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(3)中長期視点の対話に向けての取り組み状況①（売上高別・業種別）

【Q18】資本政策を策定しているか—売上高別の傾向と、策定割合の高い上位5業種、
低い下位5業種

売上高が高くなるほど、策定率が上昇し、また、公表率も高くなる傾向がある

業種別では、非鉄金属、電力・ガス、陸海空運業の策定かつ公表率が高い

売上高別 業種別
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(3)中長期視点の対話に向けての取り組み状況②（全体）

【Q19】自社の資本コストがどの程度の水準か、認識していますか

ＩＲ実施企業のうち、資本コストを認識しているのは49.0%

認識している企業数は年々増加傾向にある

N=981

2018年調査結果 時系列でみた認識企業数推移
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(3)中長期視点の対話に向けての取り組み状況②（売上高別・業種別）

【Q19】自社の資本コストがどの程度の水準か、認識していますか

売上高が高くなるほど、資本コストの認識率が上昇する

業種別では、電力・ガス、損害保険、その他金融、銀行、証券で認識率が高い

売上高別 業種別

（ ）内は社数
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資本政策の策定・公表は、売上規模の大きい企業ほど、実施率が高い。業種別では、非鉄金属、電力・ガ

ス、陸海空運業の策定・公表率が高い。

資本コストを認識している企業は年々増加傾向にあり、売上規模の大きい企業ほど、資本コストの認識率

が高い。業種別では、電力・ガス、損害保険、その他金融、銀行、証券で認識率が高い

資本政策の策定・公表と資本コストの認識の2つとも実施率が低い業種は、窯業、金属製品，ゴム製品

である。

(3)中長期視点の対話に向けての取り組み状況のまとめ
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(1)対話で活用する非財務情報の重要性の認識と開示状況

「価値観」(企業理念やビジョン)と、「ビジネスモデル」は、重要性の認識、開示とも実施企業の割合が

高い。

重要視する企業の割合は高いが、開示している企業の割合が低い（ギャップの大きい）項目は、「戦

略」(SDGsとの紐づけなど事業戦略の強化)、「成果と重要な成果指標」(独自の企業価値評価の仕

組みなど)、「持続可能性・成長性」(ESGの認識など持続的成長に向けての取り組み)である。

こうしたギャップが大きい項目を、企業が業態等に即して開示するとともに、投資家も活用度を高めてい

ると表明することが、非財務情報と企業価値向上との結びつきを強めることになると思われる。

(2)活用中、または活用予定の非財務情報開示指針等

主な非財務情報開示指針のうち、「活用中、または活用予定」という回答は、「価値協創ガイダンス」が

最も多く、IIRC 、GRIも活用している企業が多かったが、「わからない」という回答も41.9%あった。

指針の認知や理解を深めるとともに、企業の規模や業態を踏まえた活用を呼びかけることが重要と思わ

れる。

(3)中長期視点の対話に向けての取り組み状況

資本政策の策定・公表、資本コストの認識とも実施する企業の割合や数は年々増加傾向にある。

すでに取り組みを実施している、主に規模の大きい企業には対話での積極活用、取り組みが進んでいな

い主に規模の小さい企業には、リソースを補う仕組みの提供などを投資家も協力して進めることが寄与

すると思われる。

全体のまとめ


