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「伊藤レポート」(2013～)
「伊藤レポート2.0」(2017)

価値協創ガイダンス

 企業が稼ぐ⼒を⾼め、持続的な企業価値を向上させるためには、企業における適切なガ
バナンス機能の発揮とともに、企業と投資家との建設的な対話を促すことが重要。

 「伊藤レポート」はガバナンス改⾰の⼟台となってきた。

インベストメント・チェーンの最適化を通じたガバナンス改⾰
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会社法改正
コーポレートガバナンス・コード

企業と投資家の対話促進
・対話型株主総会の実現
・統合的な開⽰の促進
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価値協創ガイダンスについて
「価値協創ガイダンス」は、企業と投資家を繋ぐ「共通⾔語」として、対話や情報開⽰の
あり⽅の拠り所となる枠組みである。
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“企業経営者”の⼿引き
企業経営者が、⾃らの経営理念やビジネスモデル、戦略、
ガバナンス等を統合的に投資家に伝えるための⼿引

“投資家“の⼿引き
投資家が、中⻑期的な観点から企業を評価し、投資判断や
スチュワードシップ活動に役⽴てるための⼿引

企業と投資家を繋ぐ「共通⾔語」

企業と投資家による⾃主的・⾃発的な取組を促進

企業経営者にとっての利⽤⽅法 投資家にとっての利⽤⽅法

 ⾃社の価値創造の流れの全体像が伝わる
ように、体系的・統合的に整理すること

 ガイダンスを基礎としつつも、⾃社やその業種
の独⾃性を考慮して、重要性の⾼い項⽬を
柔軟性をもって検討・選択すること

 各項⽬の相互依存性（相互結合性）を
考慮しつつ、企業価値の創造までの「価値
創造ストーリー」として⽰すこと

 いわゆるESGインテグレーションを含む、持
続的な企業価値を評価するための枠組
みとすること

 アセットオーナーと運⽤機関の対話におい
て活⽤すること

価値協創ガイダンスのポイント、利⽤⽅法



価値協創ガイダンスの全体像

出所：経済産業省公式サイト（2017年5⽉29⽇） 4

価値観 戦略 成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

ガバナンス

1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

1.2. 社会との接点

3.3. 事業環境の変化リスク

3.1. ESGに対する認識

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

3.3.1. 技術変化の早さと
その影響

3.3.2. カントリー リスク

3.3.3. クロスボーダーリスク

持続可能性・
成⻑性

ビジネスモデル

事業環境、外部環境への認識

2.2. 競争優位を確保する
ために不可⽋な要素

2.1. 市場勢⼒図における
位置づけ

2.1.1. 付加価値連鎖
（バリューチェーン）
における位置づけ

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

2.2.1. 競争優位の源泉と
なる 経営資源・無
形資産

2.2.2. 競争優位を⽀える
ステークホルダーとの
関係

2.2.3. 収益構造・牽引
要素（ドライバー）

5.1 財務パフォーマンス

5.2. 戦略の進捗を⽰す
独⾃KPIの設定

5.3. 企業価値創造と独⾃
KPIの接続による価値
創造設計

5.4. 資本コストに対する
認識

5.5. 企業価値創造の達成
度評価

5.1.1. 財政状態及び 経
営成績の 分析
(MD&A等)

5.1.2. 経済的価値・ 株
主価値の創出状況

6.1. 経営課題解決にふさ
わしい取締役会の持
続性

6.2. 社⻑、経営陣のスキル
および多様性

6.3. 社外役員のスキル
および多様性

6.4. 戦略的意思決定の
監督・評価

6.5. 利益分配の⽅針

6.6. 役員報酬制度の設計
と結果

6.7. 取締役会の実効性評
価のプロセスと経営課題

4.2. 経営資源・無形資産
等の確保・強化

4.1. バリューチェーンにおけ
る影響⼒強化、事業
ポジションの改善

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

4.4. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略

4.2.1. ⼈的資本への投資

4.2.2. 技術（知的資
本）への投資

4.2.3. ブランド・顧客基盤
構築

4.2.4. 企業内外の組織づくり

4.2.5. 成⻑加速の時間を
短縮する⽅策

4.4.1.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

4.4.2. 無形資産の測定と
投資戦略 の評価・
モニタリング

4.2.2.1. 研究開発投資

4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資



価値観 戦略 成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

ガバナンス

1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

1.2. 社会との接点

3.3. 事業環境の変化リスク

3.1. ESGに対する認識

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

3.3.1. 技術変化の早さと
その影響

3.3.2. カントリー リスク

3.3.3. クロスボーダーリスク

持続可能性・
成⻑性

ビジネスモデル

事業環境、外部環境への認識

2.2. 競争優位を確保する
ために不可⽋な要素

2.1. 市場勢⼒図における
位置づけ

2.1.1. 付加価値連鎖
（バリューチェーン）
における位置づけ

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

2.2.1. 競争優位の源泉と
なる 経営資源・無
形資産

2.2.2. 競争優位を⽀える
ステークホルダーとの
関係

2.2.3. 収益構造・牽引
要素（ドライバー）

5.1 財務パフォーマンス

5.2. 戦略の進捗を⽰す
独⾃KPIの設定

5.3. 企業価値創造と独⾃
KPIの接続による価値
創造設計

5.4. 資本コストに対する
認識

5.5. 企業価値創造の達成
度評価

5.1.1. 財政状態及び 経
営成績の 分析
(MD&A等)

5.1.2. 経済的価値・ 株
主価値の創出状況

6.1. 経営課題解決にふさ
わしい取締役会の持
続性

6.2. 社⻑、経営陣のスキル
および多様性

6.3. 社外役員のスキル
および多様性

6.4. 戦略的意思決定の
監督・評価

6.5. 利益分配の⽅針

6.6. 役員報酬制度の設計
と結果

6.7. 取締役会の実効性評
価のプロセスと経営課題

4.2. 経営資源・無形資産
等の確保・強化

4.1. バリューチェーンにおけ
る影響⼒強化、事業
ポジションの改善

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

4.4. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略

4.2.1. ⼈的資本への投資

4.2.2. 技術（知的資
本）への投資

4.2.3. ブランド・顧客基盤
構築

4.2.4. 企業内外の組織づくり

4.2.5. 成⻑加速の時間を
短縮する⽅策

4.4.1.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

4.4.2. 無形資産の測定と
投資戦略 の評価・
モニタリング

4.2.2.1. 研究開発投資

4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資

価値協創ガイダンスについて

出所：経済産業省公式サイト（2017年5⽉29⽇）

鎖（チェーン）・・・企業価値の構成要素間をつなぐもの

ボックス・・・企業価値を構成する要素
 基本的な枠組み（計６項⽬）。
 企業の価値創造プロセスは各社固有のものであり、枠組みを基礎としつつも、それぞれ

の項⽬を形式的・固定的に捉えることなく、⾃社のビジネスモデルや戦略にとって重要な
ものを選択し、⾃らの価値創造ストーリーに位置づけて活⽤することを期待。

 本ガイダンスの各項⽬を⽰す順番や内容についても、各社の状況や⽬的等に応じて柔
軟に設定されることを想定。

事業環境、外部環境・・・構成要素に対するリスク要因・不確実性事業環境、外部環境
への認識

価値協創ガイダンスの⾒⽅
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１．価値観
企業理念、ビジョン、企業⽂化等の「価値観」は、進むべき⽅向や戦略を決定する際の
判断軸である。

価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

投資家

「価値観」とビジネスモデル
とのつながりを提⽰

「価値観」をもとに、戦略・KPIを評価、
競争優位性と存在意義の繋がりを理解

社会

経営課題や事業機会
となる社会課題を特定

企業理念、企業⽂化 等

経営判断

ビジネスモデル、事業

経営ビジョン
（経営者が描く将来像）

企業の価値観

1.2. 社会との接点
経営課題や事業機会として捉えている「社会課題」の提⽰

どのように や に落とし込んでいくのか提⽰４．戦略２．ビジネスモデル

社会課題
⽬指すべき⽅向性・戦略の企業固有の判断軸

将来像の体現に向けた基本となる考え⽅

他社にない存在意義の確⽴

社会課題における事業機会の発掘

４．戦略
５．成果と重要な成果指標（KPI)&

ビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念、経営ビジョン、企業⽂化
等の「価値観」の提⽰

1.1. 企業理念と経営のビジョン

進むべき⽅向や戦略を決定する際の固有の判断軸となる要素
１．価値観
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２．ビジネスモデル
「ビジネスモデル」は、競争優位性の確⽴・維持、企業の価値観〔1.〕を事業化し、
“稼ぐ⼒”を⽰す設計図（⻘写真）である。

価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

2.2. 競争優位を確保するために不可⽋な要素

2.2.1. 競争優位の源泉となる経営資源・無形資産

2.2.2. 競争優位を⽀えるステークホルダーとの関係

2.2.3. 収益構造・牽引要素（ドライバー）

ビジネスモデルの理解、その実現可能性の評価のために必要な要素

2.1.2. 差別化要素及びその持続性2.1.1. 付加価値連鎖における位置づけ

付加価値連鎖（バリューチェーン）/競争環境

競争優位に繋がり、特定、維持・強化のための投資、効率性の向上が必要な要素

企業による脅威・リスク（安定的確保、喪失）の認識、対処

２．ビジネスモデル

投資家

「ビジネスモデル」を提⽰し、“稼ぐ⼒”
や“価値創造ストーリー”を伝える

「ビジネスモデル」をもとに“稼ぐ⼒”
や“価値創造ストーリー”を評価

１．価値観 企業の価値観〔1.〕を事業化する設計図として提⽰

……

競争優位性

ビジネスモデル
の持続可能性

2.1. 市場勢⼒図における位置づけ

事業を通じて顧客や社会に価値を提供、持続的な企業価値向上につなげる仕組み

社会

ステークホルダー
（顧客 等）

事業による
価値の提供

持続的な企業価値の向上、
キャッシュフローの創出
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３．持続可能性・成⻑性
「持続可能性・成⻑性」は、明確なビジネスモデル〔2.〕に加え、企業として成⻑しつつ、
持続的に価値創造を実現するために求められる要素である。
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

３．持続可能性・成⻑性

投資家

脅威やリスクを含め、ビジネスモデルの
「持続可能性・成⻑性」に影響するESG等
の要素を提⽰

中⻑期的視点から、ESG等に基づいて
持続可能性上の重要性等を評価

3.2. 主要なステーク ホルダーとの関係性の維持

２．ビジネスモデル

3.1. ESGに対する認識
環境（E）、社会（S）、ガバナンス（G）といった⾮財務ファクター、
持続可能性・企業価値のほか、主に「中⻑期的なリスク要因」を⽰す指標

ビジネスモデルを⽀える主要なステークホルダーとの関係性の構築・維持

3.3. 事業環境の変化リスク
複雑化する事業環境下で持続可能性や成⻑性に影響するリスクや不確実性

3.3.3. クロスボーダーリスク3.3.2. カントリー リスク3.3.1. 技術変化の早さとその影響

⻑期的な視点のもとで持続的な価値創造と成⻑を⽀える要素

の持続性、 の実現可能性に繋がる指標４．戦略２．ビジネスモデル

重要な事業機会の創出、持続的な競争優位の創造

社会

ステークホルダー
（顧客 等）

ステークホルダーと
関係性を構築・
維持、価値の創造

ビジネスモデルの⽀え



４．戦略
「戦略」は、リスクに備えつつ、競争優位の源泉となる経営資源・無形資産やステーク
ホルダーとの関係を維持・強化し、持続的なビジネスモデル〔2.〕を実現する⽅策である。
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

４．戦略

4.1. バリューチェーンにおける影響⼒強化、事業ポジションの改善
競争優位を⽀える経営資源等の確保・強化、リスクへの対応等の提⽰

２．ビジネスモデル

投資家
成⻑性に繋がる「戦略」を提⽰

ビジネスモデルと戦略を評価、
⻑期的視点での投資判断に利⽤

経営資源等の確保・強化達成すべき⽬標の提⽰ 投資戦略・事業ポートフォリオ組替

4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化
経営資源や無形資産等の確保・強化に向けた投資

4.2.1. ⼈的資本への投資
4.2.2. 技術（知的資本）への投資
4.2.3. ブランド・顧客基盤構築

4.2.4. 企業内外の組織づくり
4.2.5. 成⻑加速の時間を短縮する⽅策

事業を通じて持続的なビジネスモデルを実現するための⽅策

4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込
３．持続可能性・成⻑性 に関するリスクマネジメント等の戦略への組込み

4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略
有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分の最適化

５．成果と重要な成果指標（KPI)

社会

ステークホルダー
（顧客 等）

ステークホルダーと
関係性を構築・
維持、価値の創造



５．成果と重要な成果指標（KPI)
「成果と重要な成果指標（KPI）」は、⾃社がこれまで経済的価値をどのぐらい創出し
てきたか、経営者が財務的な業績をどのように分析・評価しているかを⽰す指標であ
る。
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

５．成果と重要な成果指標（KPI)
４．戦略

投資家

経済的価値や企業価値を測る指標として
「成果と重要な成果指標」を提⽰

⽅向性の理解、財務パフォーマンスや独⾃
KPIに基づく評価

5.1 財務パフォーマンス
企業価値向上を⽀える財務パフォーマンスの提⽰

5.2. 戦略の進捗を⽰す独⾃KPIの設定
に沿った経営計画の進捗の提⽰４．戦略

5.3. 企業価値創造と独⾃KPIの接続による価値創造設計
価値創造との関連性、価値創造プロセスは明確か

企業価値向上における道標、達成度を測る尺度

創出した経済的価値を測る尺度

投資判断における
“コスト”の認識

5.4. 資本コストに
対する認識

投資家の期待値を
適切に認識しているか

企業価値の創出

超過リターンを
追求しているか

5.5. 企業価値創造の達成度評価
KPIに基づく達成度の評価

経済的価値の創出状況、経営者による業績の分析・評価の際の指標

１．価値観

４．戦略 の
精緻化・⾼度化



６．ガバナンス
「ガバナンス」は、ビジネスモデル〔2.〕を実現するための戦略〔4.〕を着実に実⾏し、
持続的に企業価値を⾼める⽅向に企業を規律付ける仕組・機能である。
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題

６．ガバナンス

6.3. 社外役員のスキルおよび多様性
戦略を実⾏する上での課題解決に
ふさわしい⼈材を適時・適切に選任

戦略の実⾏

6.4. 戦略的意思決定の監督・評価
経営陣による戦略的意思決定に
対する監督・評価（モニタリング）

6.2. 社⻑、経営陣のスキルおよび多様性

成果、利益の創出

6.6. 役員報酬制度の設計と結果
経営戦略・業績との連動性、
経営⽅針・責任との整合性

6.5. 利益分配の⽅針
投資家に対する利益配分必要な資質・能⼒、多様性の確保

取締役会機能の実効性に対する客観的に評価
実効性の評価結果、優先的な課題の特定

４．戦略

持続的に企業価値を⾼める⽅向に企業を規律付ける仕組・機能

２．ビジネスモデル ４．戦略

6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続性
⼀連の企業⾏動を規律するガバナンスの仕組みの持続可能性の提⽰ 投資家

経営⽅針や優先課題を⽰し、投資判断
に必要な「ガバナンス」の仕組みを提⽰

投資判断、実効性の評価


