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１．主な国際的なガイドライン 
SASB 
 SASBは投資家（アセットオーナー、アセットマネージャー）に向け、投資先企業とのエ
ンゲージメントにおけるガイドを公開した。ダイバーシティを含む人的資本に関するエンゲー
ジメントのあり方を示している。 

 
（出所）SASB “Engagement Guide for Asset Owners & Asset Managers” 

エンゲージメントガイドによる主な記載事項 企業と投資家との対話促進 
SASBが暫定基準を定めた計10産業セクター/計79業種 における企業の
持続性に対する“マテリアリティ”が見込まれる領域に対して、投資家が投資
先企業に対するエンゲージメントを通じて確認すべき項目をガイドとしてまと
めた。 
 
ダイバーシティに関するエンゲージメント事項の提示 
“ダイバーシティ”がマテリアル（持続可能性に影響する）となる領域に対し
て、エンゲージメント上のダイバーシティに関する確認項目を示している。 
 経営陣・従業員レベルで女性やマイノリティーの登用促進のため、投資
先企業はどのようなイニシアティブを取っているか？ 

 ジェンダー、人種、文化面の多様性を確保するため、投資先企業はど
のような行動を内部で取っているか？ 

 昇進・待遇面における従業員間の差別をなくすため、投資先企業はど
のような規約を整備・採用しているか？ 等 

        ⇒該当業種、およびエンゲージメント内容は次スライドより 
SASBによる暫定基準に則った 

投資家によるエンゲージメントを促進 

SASB 
“Engagement Guide for 
Asset Owners & Asset 
Managers” 

主な記載事項 
環境/Environment 

社会資本/Social Capital 

人的資本/Human Capital 

• 人材の受容 
Employment Inclusion 

• 人材の採用、受容、評価 
Employee Recruitment, 
Inclusion & Performance 等 

リーダーシップ&ガバナンス
/Leadership & Governance 

その他考慮事項
/Contextual Consideration 

SASB 
投資家に向けたエンゲージメント・ガイド 
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１．主な国際的なガイドライン 
SASB 
 “ダイバーシティ“に関するマテリアリティが業種上で確認される領域について、SASBは 
エンゲージメントを通じた企業の取組を把握することの重要性を示している。 

 
（出所）SASB “Engagement Guide for Asset Owners & Asset Managers” 

SASB エンゲージメント・ガイド：ダイバーシティに関するエンゲージメント事項の例（1/2） 

金融 

●アセットマネジメント＆カストディサービス/Asset Management & Custody Activities 
金融商品の複雑化やテクノロジーの高度化に伴い、関連技能を持った有能な人材獲得に向けた
競争が熾烈化する中、人材獲得力を維持するため、人材の多様性の確保が重要となる。 
Q. ジェンダー、人種、文化面の多様性を確保するため、投資先企業はどのような行動を内部で
取っているか？ 

 
●投資銀行＆ブローカレッジ/Investment Banking & Brokerage 
金融商品の複雑化やテクノロジーの高度化に伴い、関連技能を持った有能な人材獲得に向けた
競争が熾烈化する中、人材獲得力を維持するため、人材の多様性の確保が重要となる。 
Q. ジェンダー、人種、文化面の多様性を確保するため、投資先企業はどのような行動を内部で
取っているか？ 

Q. 昇進・待遇面における従業員間の差別をなくすため、投資先企業はどのような規約を整備・
採用しているか？ 
 

テクノロジー、および 
コミュニケーション 

●ハードウェア/Hardware 
●インターネット メディア&サービス/Internet Media & Services 
知的集約化が進み、イノベーションのライフサイクルが短期化する環境において、関連技能を持った
人材の需要の高まりに伴い、関連技能を持った有能な人材獲得に向けた競争が熾烈化および定
着率が低下する中、とりわけ女性やマイノリティー属性の人材が低い水準にとどまっている。人材不
足に対する対策および人材獲得力を維持するため、人材の多様性の確保が重要となる。 
Q. ジェンダー、人種、文化面の多様性を確保するため、とりわけ経営層および技術者層に対し
て、投資先企業はどのような行動を内部で取っているか？ 
 



4 

１．主な国際的なガイドライン 
SASB 
 “ダイバーシティ“に関するマテリアリティが業種上で確認される領域について、SASBは 
エンゲージメントを通じた企業の取組を把握することの重要性を示している。 

 
（出所）SASB “Engagement Guide for Asset Owners & Asset Managers” 

SASB エンゲージメント・ガイド：ダイバーシティに関するエンゲージメント事項の例（2/2） 

サービス 

●広告・マーケティング/Advertising & Marketing 
創造性やアイデアが競争力の源泉であり、より質の高いサービスを提供するため、このような特性を
持った有能な人材獲得に向けた競争が熾烈化する中、人材獲得力を維持するため、また、多様
化するオーディエンスに効率的・効果的にリーチするため、人材の多様性の確保が重要となる。 
●プロフェッショナル・サービス/Professional Services 
人的資源が利益や競争力の源泉であり、経営陣レベルは多様性に乏しい企業が多い中、経営陣
の多様性がより有能な人材の獲得のため重要である。また、従業員のエンゲージメント、フェアな待
遇や昇進機会等が従業員レベルで実現することが重要である。 
Q. 経営陣・従業員レベルで女性やマイノリティーの登用促進のため、投資先企業
はどのようなイニシアティブを取っているか？ 

消費財（II） 

●Eコマース/E-COMMERCE 
高い技能・能力を持った人材が限られる中、企業競争力の維持と市場シェアの拡大のため、そのよ
うな人材のリテンションが重要となる。同業界や周辺業界との人材獲得競争が熾烈化する中、多
様性を実現することが長期的な株主価値を実現するために重要である。 
Q. ジェンダー、人種、文化面の多様性を確保するため、とりわけ経営層および 
技術者層に対して、投資先企業はどのような行動を内部で取っているか？ 

●複合種目・特殊小売・流通/Multiline and Specialty Retailers & Distributors 
消費者とのコムニケーションし、多様かつ変化する嗜好に追いついていくことが重要である。女性やマ
イノリティーとこれまでマイノリティーとされた属性として女性やマイノリティーが多く、訴訟リスクやレピュ
テーションリスクを軽減するため、多様な人材に対する公正な処遇が重要である。 

Q. 多様性を確保するため、とりわけ経営層に対して、投資先企業はどのような 
行動を内部で取っているか？ 
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１．主な国際的なガイドライン 
IIRC 
 IIRCは人的資本等の各資本を用いた持続的な企業価値創造のフレームワークを示し
ている。統合報告を通じて、企業から投資家に対して、非財務資本による価値創造ス
トーリーを示すフレームワークとして用いられている。 

 
（出所）IIRC 統合報告フレームワーク 

非財務資本による価値創造モデル 
人的資本を含む非財務資本を用いて、企業がどのように持続可能な
企業価値を創造していくのか、そのフレームワークを示すモデル（オクト
パスモデル）がIIRCより示されている。 
近年、統合報告書（Integrated Report）を通じて、人的資本
を含む非財務資本による企業価値創造ストーリーを示す際に用いら
れている。 
 
人的資本の定義 
人的資本（Human Capital）は以下のように定義されている。 
------------------------------------------------------------ 
人的資本： 
人々の能力、経験及びイノベーションへの意欲、例えば、 
 組織ガバナンス・フレームワーク、リスク管理アプローチ 
及び倫理的価値への同調と支持 

 組織の戦略を理解し、開発し、実践する能力 

 プロセス、商品及びサービスを改善するために必要なロイヤリティ
及び意欲であり、先導し、管理し、協調するための能力を含む 

IIRC  
統合報告フレームワーク 価値創造プロセス 

IIRCによる企業価値創造モデル（オクトパスモデル） 

非財務資本を用いた持続的な企業価値 
創造ストーリーを示すフレームワーク 
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２．企業の開示事例 
経営の姿勢［視点１］ 
 ケロッグはアニュアルレポートを通じて、投資家に対して、ダイバーシティの取組に対する 
経営トップ・経営陣のコミットメント、役割、説明責任について情報発信している。 

 
（出所）2014-2015 Kellogg's Diversity and Inclusion Annual Report 

経営トップ・経営陣によるコミットメント、役割・説明責任の開示 
経営者が自らダイバーシティの取組推進について、説明責任を課している。また、部門ごとに策定されるダイバーシティに関する行動計画
について、経営者が共にレビューすることになっているほか、CEO自身もこれらの取組により密接に関与していくことを表明している。これに
より、現場に経営者の意思が反映・伝達する仕組みになっている。 

ケロッグの事例 
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２．企業の開示事例 
経営の姿勢［視点１］ 
 プルデンシャルはＩＲサイトを通じて、ダイバーシティを経営戦略に織込み、ステークホル
ダーに対して価値を提供するコミットメントを、投資家に対して情報発信している。 

 
（出所）Prudential、Our Commitment to Diversity 

経営戦略におけるダイバーシティの位置づけに関する経営陣の考え方 
多様なニーズを持つクライアント獲得や多様性のある人材獲得において、経営陣がダイバーシティを経営戦略における重要事項であること
を位置づけ、その追求に対する経営陣全体のコミットメントを署名とともに、ＩＲサイトを通じて、資本市場に対して情報発信している。 

プルデンシャルの事例 
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２．企業の開示事例 
ロードマップや主要ＫＰＩの提示［視点１、視点２］ 
 SAP社は統合報告書を通じて、“女性の管理職登用”がどのように財務ファクター
（売上、利益）や他の非財務ファクターに影響するかについて、情報発信している。 

 
（出所）SAP, Integrated Report 2015 

女性登用の効果 
管理職女性比率（Women in Manage-
ment）の向上によって期待される財務・非
財務ファクターに対する効果関係を独自のモ
デルによって示している。 
財務ファクターに対する効果 
 売上の向上（Revenue） 
 利益の向上（Profit） 
 カスタマーロイヤルティーの向上 
（Customer Royalty） 

非財務ファクターに対する効果 
 売上の向上（Revenue） 
 就職先ランキングの向上 
（Employer Ranking） 

 ビジネス・ヘルス・カルチャー指数 
（BHCI: Business Health Culture 
  Index） 

ＳＡＰの事例 
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２．企業の開示事例 
ロードマップや主要ＫＰＩの提示［視点１、視点２］ 
 SAP社は管理職の女性登用が、財務・非財務ファクターとどのように相互作用を及ぼし
合うか、仮説や研究結果を含めた相互の関係性を投資家に対して示している。 

 
（出所）SAP, Integrated Report 2015 

管理職の女性登用による効果 
管理職の女性登用 ＞＞ BHCIの向上 
管理職層のジェンダーバランスの改善により、多様性がより尊重され
る職場環境が実現され、BHCI（ビジネス・ヘルス・カルチャー指
数）の向上に繋がる。 
管理職の女性登用  ＞＞ 就職先ランキングの向上 
女性登用など多様性が尊重される職場環境を実現することにより、
就職先ランキングの指標であるレピュテーション向上に繋がる。 
管理職の女性登用  ＞＞ 売上の向上 
管理職の女性比率が高いほど、財務パフォーマンスが高いという研
究結果があり、管理職の女性登用の促進が売上の向上に繋がる。 

管理職の女性登用  ＞＞ カスタマーロイヤルティーの向上 
ダイバーシティの取組が直接的に顧客満足度の向上にポジティブな
影響をもたらすという研究結果があり、管理職の女性登用の促進
がカスタマーロイヤルティーの向上に繋がる。 
管理職の女性登用  ＞＞ 利益率の向上 
管理職の女性比率が高いほど、売上高EBIT率等が高いという研
究結果があり、管理職の女性登用の促進が利益率の向上に繋がる。 

人材育成  ＞＞ 管理職の女性登用 
SAP内部の人材プールを加味すれば、人材育成や内部登用の 
促進により、管理職の女性登用の促進に繋がる。 
就職先ランキングの向上 ＞＞ 管理職の女性登用 
就職先ランキングが高いほど、管理職の候補者となりうる女性 
人材を含め、有能な人材の獲得に繋がる。 

BHCIの向上  ＞＞ 管理職の女性登用 
BHCI（ビジネス・ヘルス・カルチャー指数）の向上により、女性人
材が働きやすい職場環境が実現され、より管理職ポジションを志向
する女性の増加に繋がる。 

管理職の女性登用に資する取組 

ＳＡＰの事例 
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２．企業の開示事例 
ロードマップや主要ＫＰＩの提示［視点１、視点２］ 
 中外製薬はダイバーシティマネジメントの取組内容、進捗、更なる取組方針について、
ロードマップとして、アニュアルレポート上で投資家はじめ対外的に情報発信している。 

 
（出所）中外製薬、アニュアルレポート2015 

ダイバーシティを通じた“生産性の向上”と“企業価値の向上”に向けたロードマップ 
ジェンダー（性別）、シニア（世代）、ナショナリティ（国籍）といった属性に関するダイバーシティの推進に向けたロードマッ
プをアニュアルレポート上で示している。各年、属性ごとのテーマを設定し、その取組内容、進捗、更なる取組方針を整理し、
投資家に対して発信している。 

中外製薬の事例 
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２．企業の開示事例 
ロードマップや主要ＫＰＩの提示［視点１、視点２］ 
 ROCHEは投資家に向けたエクイティ・ストーリー（Equity Story）において、企業の
サステナビリティ実現に向けた指標として、キーポジションの女性比率を開示している。 

 
（出所）ROCHE, Equity Story 

エクイティ・ストーリーとダイバーシティの紐づけ 
資本市場から資金調達した資金を、ROCHEがどのような戦略において、
どのように活用していくのかについて、投資家に対して説明している。 
ROCHEはサステナビリティの文脈でダイバーシティを絡めている。 

サステナビリティに関する指標 
としての情報発信 
ROCHEのエクイティ・ストーリー上で、
企業のサステナビリティの追求、および
実現に向けた主要指標の１つとして、
「主要リーダーシップポジションの女性比
率（Women in key leadership 
positions）」の数値を示している。 

ＲＯＣＨＥの事例 
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２．企業の開示事例 
ステークホルダーとの対話の量・質［視点３］ 
 オムロンは投資家はじめ、ステークホルダーとの対話を重視する考え方を示し、 
各ステークホルダーとの対話の取組内容と実績を公開している。 

 
（出所）オムロン統合レポート2016 

オムロンの事例 

対話の取組状況の開示 
オムロンは統合レポートにおいて、株主・投資家と対話の実績につ
いて開示を行っている。対話の取組状況に関する情報として、 
以下が開示されている。 

 ●株主総会 ・・・来場株主数、議決権行使率 
 ●機関投資家との対話 ・・・対話実施述べ社数 

 ●個人投資家との対話 ・・・イベント実施数、参加者数 

対話姿勢の表明 
オムロンにとっての多様なステークホルダーに対して、対話を通じた
相互理解を深めていく姿勢が表明されている。統合レポート上は、
ステークホルダーとして、株主、投資家、顧客、仕入先、地域社会、
および従業員との対話状況が開示されている、 
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２．企業の開示事例 
ステークホルダーとの対話の量・質［視点３］ 
 ユニリーバ社は人権レポートを通じて、ジェンダーバランスがとれた組織体制の実現を 
通じて、長期戦略を遂行していくことを資本市場に対して情報発信している。 

 
（出所）Unilever Human Rights Report 2015 

多様性を反映した組織体制の追求 
家庭における消費・出費の意思決定に関わり、自社製品の購買
層の多くを占める女性を登用することの経営戦略上の重要性を
示している。 

このジェンダーバランスが取れた組織体制の実現が、長期の成長
戦略（Our long-term growth strategy）を実施する上で
重要（Crucial、Critical）であることが資本市場に対して発信
されている。 
 
多様な市場へのアクセス 
女性が活躍できるよう、ジェンダーバランスが取れた組織体制（A 
gender-balanced organization）を実現し、組織全体とし
ての創造力やイノベーション創出力に繋げ、さらに幅広い消費者セ
グメントに対するアクセスすることを目指している。 

ユニリーバの事例 
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