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１．企業経営・ガバナンスのあり⽅
a. 企業経営におけるESG・無形資産の位置づけとベネフィット
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概要これまでの論点

 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。⻑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。

 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。

競争⼒の源泉として
のESG・無形資産

 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。

 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⻑⼒を⽰す企業が増
えれば、⽇本の資本市場全体が成⻑していくのではないか。

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

 ⽇本企業を対象とする実証分析によると、CSRやESGの取組みの指標（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。

 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。

ESG・無形資産の
ベネフィット・効果



１．企業経営・ガバナンスのあり⽅
b. 投資判断における企業の視点等
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概要これまでの論点

 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
り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へ取り組めるかもしれない。

投資判断におけるイ
ンセンティブの必要性

 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。

業種間の違い

 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、
MA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、投資として認識している。

投資判断における
企業の視点



１．企業経営・ガバナンスのあり⽅
c. CSR、CSV

6

CSRの類型

 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。

CSVに対する誤解

株主の構成と
CSP認知度

 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の取り組みを促進
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。

CSRにおける
ガバナンスの重要性

 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、評価を紐付けるバナンスの視点が特に重要となる。

概要これまでの論点



１．企業経営・ガバナンスのあり⽅
d. 企業にとってのESG・無形資産
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 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。

無形資産の所有権
と企業価値

 企業の⻑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。

市場の潜在的な
ビジネスチャンスに
対する視点

 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。

企業の社会的責任
コストの概念

 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。

ESG・CSRの評点と
パフォーマンスの相関

概要これまでの論点



持続的な企業価値向上に向けた投資として何が重要なのか。それは適切に評価されているか。そのような
投資を促すための⽅策は何か。
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１．企業経営・ガバナンスのあり⽅
今後の論点

A) ⻑期的・持続的に企業価値を上げるための投資として、⼈的資本（⼈材確保・育成）、知的
資本（研究開発等）、ブランド、ＩＴといった無形資産への投資が（有形資産への投資と⽐
較して）より重要になっているのではないか。

B) ⼈的資本（⼈材）への投資をどのように評価すべきか。それは⼗分かつ効果的になされている
か。

 企業、投資家、アナリストは、⼈的資本（への投資）を具体的にどのような⼿法で評価しうるか。（ex. ⾃社
独⾃の基準、コストアプローチ、リプレイスメントコストなどのマーケットアプローチ 等）

 投資家、アナリストが⼈的資本を評価する上で(追加的に)必要な情報は何か。
 ⼈材への投資は企業価値向上に結びつくよう設計されているか。投資⽔準は過⼩（過⼤）ではないか。
C) 研究開発等への投資をどのように評価すべきか。それは⼗分かつ効果的になされているか。
 企業、投資家、アナリストは、研究開発等知的資本（への投資）を具体的にどのような⼿法で評価しうるか。
 投資家、アナリストが研究開発等を評価する上で（追加的に）必要な情報は何か。
 研究開発への投資は企業価値向上に結びつくよう管理されているか。研究開発効率をどのように評価すべきか。

投資⽔準は過⼩（過⼤）ではないか。
D) ブランド、ＩＴ等への投資をどのように評価すべきか。それは⼗分かつ効果的になされているか。
E) 投資費⽤を経営管理上または会計上（無形）資産としてどのように評価、計上すべきか。
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２．機関投資家のあり⽅
a. アセットオーナーの視点と取組
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 超⻑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⻑することが、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。

ユニバーサルオーナー
としての役割

 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。

ESG指数の策定
に係るリスク

 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⾔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。

短期的な“売り“に
対する受容の必要性

 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
る効果が⻑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を考慮すること
の意義

概要これまでの論点



２．機関投資家のあり⽅
b. 投資家による企業評価の実務
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概要これまでの論点

 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。

企業評価における
基本的な考え⽅



２．機関投資家のあり⽅
c. 投資家によるESG・無形資産投資の取組（１/３）

12

 ESGありきで⻑期投資できるか、というロジックには違和感がある。１０年など⻑期間投資を
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。

 ⻑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、⻑く優位性を
保つうえでの“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。

 企業に社会の要請に応えながら経営を持続させる⼒があるかを⾒極めるため、社会の課題
を⾃社の新たなビジネスモデルや新事業に展開していけるのか、技術のみならず、組織⼒、ブ
ランド⼒等を⾒て評価することが必要ではないか。

 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。

⻑期投資における
ESG・無形資産の
位置づけ

概要これまでの論点



２．機関投資家のあり⽅
c. 投資家によるESG・無形資産投資の取組（２/３）
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 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）はタイムラグが⻑い。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、⻑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⻑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。

 企業の⻑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。

 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。

投資判断における
ESG・無形資産の
組込み

概要これまでの論点



２．機関投資家のあり⽅
c. 投資家によるESG・無形資産投資の取組（３/３）
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 ⻑期投資をするにあたり、⻑期投資の１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。

ESG・無形資産
投資の⼿法

 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。

企業評価上の
効果・メリット

概要これまでの論点



２．機関投資家のあり⽅
d. 受託者責任との関係

15

概要これまでの論点

 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。

受託者責任



２．機関投資家のあり⽅
e. 情報収集・分析の視点や課題（１/２）
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 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。

 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。

 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。

 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。

 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。

⾮財務情報の収集
における視点や⽅法

概要これまでの論点



２．機関投資家のあり⽅
e. 情報収集・分析の視点や課題（２/２）
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 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。

 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。

 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、アナリストが⻑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。

 ⽬先の収益よりも⻑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。

 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。

 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、投資家が⻑期的に企
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。

⾮財務情報の収集・
分析における課題

概要これまでの論点



２．機関投資家のあり⽅
f. 情報収集、管理・モニタリング等
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概要これまでの論点

 R&Dやブランドは会計上は費⽤計上されるが、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。

管理・モニタリングの
⽅法



機関投資家が企業への⻑期投資を⾏う上で何が重要なのか。投資判断は適切に⾏われているか。
企業の持続的価値向上への⻑期投資を促すための⽅策は何か。
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今後の論点

A) ⻑期投資においてESGは重要なのか。重要な場合、なぜ、どのように重要なのか。
 ESGを要素（E,S,G）ごとに明確に分けて位置づけ、評価すべきか。分けるべきではないか。
 ESGはダウンサイドリスクをスクリーニング（ダイベストメント等）するものとして捉えるべきか。企業価値向上に直

接結びつくものとして評価されているか、されるべきか。
 投資判断（議決権⾏使）をする上で、ESGに関する情報は⼗分かつ適切に利⽤可能な状況になっているか。

企業の開⽰、インデックスをどのように（どの程度）活⽤しているか。

B) ESG投資とフィデューシャリーデューティーの関係をどう考えるべきか。

C) ⻑期投資を⾏う機関投資家にとって無形資産は重要なのか。それをどのように評価しているのか。

２．機関投資家のあり⽅



1. 企業経営・ガバナンスのあり⽅
2. 機関投資家のあり⽅
3. 投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）
4. その他
5. 今後の論点まとめ
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これまでの議論振り返り・今後の論点
⽬次



３．投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）
a. 情報開⽰における課題・ボトルネック（１/３)

21

概要これまでの論点

 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。

 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。

 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。

 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。

 特に上場して⻑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。

企業の準備不⾜

 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、「⻑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。

曖昧性の残る
⾔葉・概念の定義
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概要これまでの論点

 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。

 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。

 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。

 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。

対応する企業側の
視点

 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。

 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。

格付やスコアリング
の使⽤上の注意点

a. 情報開⽰における課題・ボトルネック（２/３)
３．投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）
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 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。

 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、⻑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、収益予測や中⻑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。

 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。

 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
効ではないか。

企業による積極的な
開⽰に対する期待

概要これまでの論点

a. 情報開⽰における課題・ボトルネック（３/３)
３．投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）



b. 対話やエンゲージメントにおける課題・ボトルネック（１/４)

24

概要これまでの論点

 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、⻑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。

 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。

時間軸のズレ

 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。

 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。特に⺠間投資家の場合、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。

 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。

 ESGにコミットして持続的成⻑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。

 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。

 企業は⻑期的に社会で存続するための成⻑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。

視点のズレ

３．投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）



b. 対話やエンゲージメントにおける課題・ボトルネック（２/４)
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概要これまでの論点

 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。

情報開⽰の環境
として望ましいルール

 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。

情報量拡⼤に対する
対応状況

 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。当社は中⻑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。

短期的な情報開⽰
における注記事項

 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。

プロフェッショナル
⼈材の価値評価

３．投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）
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概要これまでの論点

 株主や投資家が求める誠実な経営の実践と持続的な成⻑の達成を両⽴し、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。

 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。

⽇本企業の対話⼒
の現状

 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。

 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。

対話の効果

 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。

企業のコーポレート
ガバナンス責任

b. 対話やエンゲージメントにおける課題・ボトルネック（３/４)
３．投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）
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概要これまでの論点

 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、⻑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。

よりよい対話に向け
た企業に求められる
体制構築

 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、持続的に成⻑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。

IRによる
経営陣の啓発

b. 対話やエンゲージメントにおける課題・ボトルネック（４/４)
３．投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）



c. ESG・無形資産の定義・類型化（１/２）

28

概要これまでの論点

 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、⻑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。「持続的成⻑に向けた投資」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。

 ESGに関する考え⽅や⽅向性の統⼀はできるが、機関投資家ごとに運⽤フィロソフィーが異
なるのと同様、詳細な定義を統⼀することは難しいのではないか。

ESG・無形資産
の定義・類型化

３．投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）



c. ESG・無形資産の定義・類型化（２/２）
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概要これまでの論点

 現在、ESGとして議論されているものには、事業企業にとって直接的に利益をもたらすESG
活動だけでなく、⾃社の利益は超越した、⾃分達には直接的に利益をもたらさない慈善事
業、社会貢献的なところまで、求めているものがあると思うが、投資家が実際にどうみているの
か整理をしておかないと、投資家が事業企業のESGを評価するポイントを、事業企業側が
誤解する恐れがある。

 ESGは、まさに「⾐⾷⾜りて礼節を知る」のまさに“礼節”だと思っており、社会貢献に⼀歩踏
み出している企業に投資家が注⽬することもあるだろうが、そこで投資家が誤ったリードをする
と、本来やるべき企業活動がおろそかになるのではないか。

 ESGの役割は無形資産の収益⼒を補完することではないか。例えば、無形資産の⼈材
（⼈的資本）の能⼒が⼗分に発揮されていない時に、ガバナンスが機能することでうまく発
揮されるというように、そういう視点から株価におけるESGをどういう⾵に定義するかを考えると、
CSRとESGが⼀緒くたである現状を整理できるのではないか。

 ROEを上げるESG・無形資産投資、ROEを上げないESG・無形資産投資、無形資産の
収益性に対する補完としてのESG投資、ROEの分⺟が⾃⼰資本という有形資本とした場
合の純利益に⼊るESG・無形資産投資がある点を丁寧に⾒る必要がある。

ESG・無形資産
の定義・類型化
続き

３．投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）



d. フレームワーク・指針に対する期待（１/２）
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概要これまでの論点

 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。

 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。

 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。

 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。

フレームワーク・指針
に対する期待

３．投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）
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概要これまでの論点

 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「⻑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。

 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。

（参考）
IIRC国際統合
フレームワークの歴史

d. フレームワーク・指針に対する期待（２/２）
３．投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）



企業と投資家の対話・エンゲージメントにおいて何が重要なのか。それを促すための⽅策は何か。

32

今後の論点

A) ESG・無形資産に関する評価・対話に関する共通認識やガイドラインは必要か。必要な場合、
どのようなものであるべきか。

 ガイドライン等の想定すべき⽤途は何か。利⽤者として誰か（企業／投資家・アナリスト／その他）。⽬的をど
のように設定すべきか（企業による情報発信や投資判断の⽬安／投資家・アナリストによる評価・対話のあり
⽅の提⽰等）

 ガイドライン等で⽰すべき情報項⽬はなにか。また、その内容、粒度・具体性はどうあるべきか。
 ガイドライン等は業種の違いを考慮したものとすべきか、または業種共通のものとすべきか。
 ガイドライン等の策定にあたり、既存のフレームワークをどう評価し、考慮すべきか。
B) 企業の情報開⽰の内容や⽅法、投資等による情報⼊⼿は⼗分かつ適切に⾏われているか。よ

り良いものとなるためには何をすべきか。
 持続的な企業価値向上、⻑期投資を促すための情報の内容、提供のあり⽅はどのようなものか。ESG・無形

資産に関する情報は⼗分かつ適切に利⽤可能か。
 開⽰や（企業に限らず様々なソースからの）情報提供に関する環境整備としてどのようなことが考えられるか。

ESG・無形資産に関する情報はどのように⼊⼿・開⽰すべきか。これらの⾮財務情報を開⽰する場合のセーフ
ハーバールールを検討すべきか。

C) ESGの整理、ESGと無形資産の関係性等をどう考えるべきか。
 ESGと無形資産の概念・定義を整理するにあたり留意すべきことはあるか。

３．投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）



1. 企業経営・ガバナンスのあり⽅
2. 機関投資家のあり⽅
3. 投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）
4. その他
5. 今後の論点まとめ
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これまでの議論振り返り・今後の論点
⽬次



４．その他
a. ⽇本の資本市場の特異性

34

概要これまでの論点

 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⻑年続
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。⻑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。

低PBR

 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
性の⾼い企業が成⻑しにくいこと、③預⾦保有が多く、積極的な活⽤されていないこと、
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。

低ROEスプレッド



1. 企業経営・ガバナンスのあり⽅
2. 機関投資家のあり⽅
3. 投資環境（開⽰・対話／エンゲージメント／インデックス）
4. その他
5. 今後の論点（再掲）
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これまでの議論振り返り・今後の論点
⽬次



持続的な企業価値向上に向けた投資として何が重要なのか。それは適切に評価されているか。そのような
投資を促すための⽅策は何か。

36

５．今後の論点（再掲）

A) ⻑期的・持続的に企業価値を上げるための投資として、⼈的資本（⼈材確保・育成）、知的
資本（研究開発等）、ブランド、ＩＴといった無形資産への投資が（有形資産への投資と⽐
較して）より重要になっているのではないか。

B) ⼈的資本（⼈材）への投資をどのように評価すべきか。それは⼗分かつ効果的になされている
か。

 企業、投資家、アナリストは、⼈的資本（への投資）を具体的にどのような⼿法で評価しうるか。（ex. ⾃社
独⾃の基準、コストアプローチ、リプレイスメントコストなどのマーケットアプローチ 等）

 投資家、アナリストが⼈的資本を評価する上で(追加的に)必要な情報は何か。
 ⼈材への投資は企業価値向上に結びつくよう設計されているか。投資⽔準は過⼩（過⼤）ではないか。
C) 研究開発等への投資をどのように評価すべきか。それは⼗分かつ効果的になされているか。
 企業、投資家、アナリストは、研究開発等知的資本（への投資）を具体的にどのような⼿法で評価しうるか。
 投資家、アナリストが研究開発等を評価する上で（追加的に）必要な情報は何か。
 研究開発への投資は企業価値向上に結びつくよう管理されているか。研究開発効率をどのように評価すべきか。

投資⽔準は過⼩（過⼤）ではないか。
D) ブランド、ＩＴ等への投資をどのように評価すべきか。それは⼗分かつ効果的になされているか。
E) 投資費⽤を経営管理上または会計上（無形）資産としてどのように評価、計上すべきか。



機関投資家が企業への⻑期投資を⾏う上で何が重要なのか。投資判断は適切に⾏われているか。
企業の持続的価値向上への⻑期投資を促すための⽅策は何か。

37

A) ⻑期投資においてESGは重要なのか。重要な場合、なぜ、どのように重要なのか。
 ESGを要素（E,S,G）ごとに明確に分けて位置づけ、評価すべきか。分けるべきではないか。
 ESGはダウンサイドリスクをスクリーニング（ダイベストメント等）するものとして捉えるべきか。企業価値向上に直

接結びつくものとして評価されているか、されるべきか。
 投資判断（議決権⾏使）をする上で、ESGに関する情報は⼗分かつ適切に利⽤可能な状況になっているか。

企業の開⽰、インデックスをどのように（どの程度）活⽤しているか。

B) ESG投資とフィデューシャリーデューティーの関係をどう考えるべきか。

C) ⻑期投資を⾏う機関投資家にとって無形資産は重要なのか。それをどのように評価しているのか。

５．今後の論点（再掲）



企業と投資家の対話・エンゲージメントにおいて何が重要なのか。それを促すための⽅策は何か。
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A) ESG・無形資産に関する評価・対話に関する共通認識やガイドラインは必要か。必要な場合、
どのようなものであるべきか。

 ガイドライン等の想定すべき⽤途は何か。利⽤者として誰か（企業／投資家・アナリスト／その他）。⽬的をど
のように設定すべきか（企業による情報発信や投資判断の⽬安／投資家・アナリストによる評価・対話のあり
⽅の提⽰等）

 ガイドライン等で⽰すべき情報項⽬はなにか。また、その内容、粒度・具体性はどうあるべきか。
 ガイドライン等は業種の違いを考慮したものとすべきか、または業種共通のものとすべきか。
 ガイドライン等の策定にあたり、既存のフレームワークをどう評価し、考慮すべきか。
B) 企業の情報開⽰の内容や⽅法、投資等による情報⼊⼿は⼗分かつ適切に⾏われているか。よ

り良いものとなるためには何をすべきか。
 持続的な企業価値向上、⻑期投資を促すための情報の内容、提供のあり⽅はどのようなものか。ESG・無形

資産に関する情報は⼗分かつ適切に利⽤可能か。
 開⽰や（企業に限らず様々なソースからの）情報提供に関する環境整備としてどのようなことが考えられるか。

ESG・無形資産に関する情報はどのように⼊⼿・開⽰すべきか。これらの⾮財務情報を開⽰する場合のセーフ
ハーバーを検討すべきか。

C) ESGの整理、ESGと無形資産の関係性等をどう考えるべきか。
 ESGと無形資産の概念・定義を整理するにあたり留意すべきことはあるか。

５．今後の論点（再掲）


