
国内株式パッシブ運用における 
エンゲージメント活動

2018年2月19日 

経済産業省 「統合報告・ESG対話フォーラム」資料 

資料１１



Ⅰ．AMOneの体制、取組み 
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ESGアナリスト 
 

議決権行使専担者 

 

責任投資委員会 

責任投資部 
 

・エンゲージメント(パッシブ運用) 
・議決権行使  

 
セクターアナリスト 

 

ファンドマネージャー 

株式運用グループ 
 

・エンゲージメント(アクティブ運用) 

 

１．インベストメントチェーンにおけるAMOneの役割 
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●委員長 運用本部長 

●委員  運用副本部長 

     リスク管理本部長・副本部長 

●事務局 責任投資部 

 

責任投資委員会 

審議・調整事項 

①議決権行使に関する事項 

②責任投資の運営に関する事項 

③スチュワードシップ活動状況の管理 

④その他、委員長が必要と認めた事項 

 

業務内容 

責任投資部 

●部長      責任投資部長 

●構成員    ESGアナリスト 

        議決権行使担当者 

①議決権行使 

②エンゲージメント 

③ESG 

④責任投資委員会(議決権行使部会を含む)事務局 

⑤対外公表 

■議決権行使諮問会議 

責任投資委員会の諮問機関として設置し、メンバーの過半を独立社外取締役
が占めます。最重要議案に関して、同委員会の審議に先立ち、利益相反の観
点から意見を表明します。 

■議決権行使部会 

責任投資委員会の下に「議決権行使部会」を設置し、不祥事企業等の重要な
議案を個別に審議する体制を構築します。(親会社等、利益相反の観点で最も
重要な議案は、部会ではなく責任投資委員会で審議します。) 

 
監査等委員が同席 

 

２．スチュワードシップ活動の体制 
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ESGアナリストおよび議決権行使専担者を中心に、投資先企業の持続的成長と企業価値
向上を促すエンゲージメントおよび適切な議決権行使を実施し、株式市場全体の底上げ
をはかります。 

パッシブ運用におけるスチュワードシップ活動の目的 

「責任ある機関投資家」としての考え方 

弊社は、スチュワードシップ責任を適切に果たすことが、日本の経済・社会に＜豊か
な実り＞をもたらすと確信しております。顧客・受益者(以下、「お客さま」といいま
す)と社会に貢献する運用機関として適切なスチュワードシップ活動を行い、社会の資
源が最適に配分されることを促すことで、経済・社会の健全な発展に貢献したいと考
えております。 

ESG課題の解決は、5～10年が一つの目安になると考えます。 
財務目標が中心となる中期経営計画は一般的に3年程度の期間で設定されますがESG課
題への取組みは、事業戦略の変更やそれに対応した組織変更を伴うこともあるため、中
計期間の倍以上の時間を要すると考えております。 

エンゲージメント活動における想定期間 

３．スチュワードシップ活動の方針等 
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４．株式市場の底上げに当たっての現状認識① 

○株式市場の底上げのためには、企業の持続的な価値向上が必要となります。 

○国内企業は、企業価値の重要な要素である収益性が低く、中でも、代表的指標である資
本収益性が低水準であることが、海外市場と比較したリターン低迷の一因になっている
と見ております。 

 

○中長期的に持続的な企業価値向上を目指す観点からは、企業価値の基盤となるESGを
重視することが、企業・投資家の双方に求められています。 

ESG課題への取組み強化→持続的な企業価値の向上→持続的な株式市場の底上げ 

ESG課題への取組みを強化することで、「リターンの観点」「リスクの観点」の
双方から、企業価値向上を図ることが可能と考えます。 
◆リターンの観点 
・本業を通じた環境問題や社会問題の解決と、それを可能にするガバナンス体制
の構築⇒収益性の向上       

・中長期的な観点からは、「資本収益性の低さ」に関しても、ESG課題への取組
みを強化することで解決可能 

 (例：CSV経営、果断な経営判断を可能にするガバナンス) 
◆リスクの観点 
・企業の持続的成長を阻害する可能性がある要因への対応          
⇒バリュエーションの拡大 

【中長期的な観点】 

⇒課題認識：資本収益性の低さ 

⇒課題認識：ESGにおける課題 
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４．株式市場の底上げに当たっての現状認識② ～ESGの重視が求められる背景～ 

・20世紀は、「科学技術の進歩を背景として大量生産・大量消費・大量廃棄に基づいた豊
かな社会を生み出したが、一方で深刻な負の遺産をもたらした」と言われている 

・21世紀の現在では20世紀の反省を踏まえて、将来世代に迷惑をかけることなく現在世代
の需要を満たす発展、すなわち「持続可能な発展」が求められている 

・企業と社会は相互依存関係にある 

・企業には、短期的な利潤追求だけではなく、持続可能な発展に即し、環境問題や社会問
題を意識した経営と、そのような経営のためのガバナンス体制の構築が求められている 

・中長期的に企業価値向上を図る上で、企業にも投資家にもESGの重視が求められている 
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500 

1,531 

89.3%

10.7%
TOPIX500TOPIX500以外

内円：企業数
外円：TOPIXウェイト

５．スチュワードシップ活動の対象① 

【TOPIXの企業数と構成ウェイト】 

※2017/11末時点 
※bloombergデータよりAMOne作成 

 

 

TOPIX500 

TOPIX500以外 

議決権行使 
議決権ミーティング 

エンゲージメント対象企業 
⇒この中から、重点的に対話
する企業を選定 

【スチュワードシップ活動の対象】 
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○パッシブ運用におけるエンゲージメント活動では、TOPIX500を対象企業とし、その中から、国
内株式市場の共通の課題を踏まえて、重点的に対話を行う企業(重点企業)を選定します。 

○国内株式市場の共通の課題としては、企業価値の重要な要素である「資本収益性の低さ」が挙げ
られ、また、より中長期的な視点から注力すべき課題として、企業価値の基盤となる「ESGにお
ける課題」を認識しております。 

 

○「資本収益性の低さ」に関しては、実績ROEが低迷した企業の中から、議決権行使ガイドライン
に連動する形で、重点企業を選定しております。 

 

○「ESGにおける課題」に関する重点企業の選定では、以下の３つのアプローチをとっております。 

 ①ESG課題への取組みに関して、改善余地の大きい企業 

 ②ESG課題への取組みが進んでいる企業 

 ③業界影響の大きいトップ企業 

５．スチュワードシップ活動の対象②  
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○2017年度エンゲージメント活動計画は、パッシブ運用における活動への注力を柱としております。 

○パッシブ視点でエンゲージメント重点企業を選定するプロセスを独立させ、明確化しました。 

５．スチュワードシップ活動の対象③ ～エンゲージメント活動計画～ 

◆2016年度下期 

TOPIXなど 全上場企業

エンゲージメント対象銘柄

エンゲージメント重点銘柄

パッシブ アクティブ

TOPIXなど 全上場企業

エンゲージメント

対象企業(P)

エンゲージメント

重点企業(P)

エンゲージメント

対象企業(A)

エンゲージメント

重点企業(A)

アクティブパッシブ

※重複あり

エンゲージメント

対象企業(AMOne)

エンゲージメント

重点企業(AMOne)

※重複あり

◆2017年度 

議決権 
ミーティング 責任投資部 

(セクターアナリストと協働) 
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目指す姿 

６．スチュワードシップ活動における今後の取組み 

【AMOneのスチュワードシップ活動が目指す姿】 
・スチュワードシップ活動を通じて、お客さまの持続的な投資リターンの拡大
に貢献し、運用機関としての社会的な役割期待に応える 

・責任投資の分野でグローバルでトップクラスのプレゼンスを確立する 

【今後の取組み】 
①議決権行使 
②エンゲージメント 
③インベストメントチェーン全体とのコミュニケーション 
④上記①～③の基盤となる経営資源の投入 
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  パッシブ、アクティブそれぞれの視点から重点的に取組
む企業を選定し、個社ごとの対話テーマを明確化 

 パッシブ視点では、市場共通の課題(低ROE、ESG)をも
とに、重点企業を選定。ESGに関しては、ESG評価の低
さに加え、AMOne独自の注目テーマ(働き方改革、ダイ
ベストメントなど)を設定 

PLAN  活動計画の策定 

 月次でのエンゲージメント事例振り返り、好事例の共有 

 5段階での進捗状況確認  

  (課題未共有、課題共有、施策実行、施策の効果確認、課題解決) 

 四半期毎に責任投資委員会への活動報告  

 好事例の共有によるノウハウの蓄積と改善 

 進捗状況に応じた活動計画の策定 

 市場共通の課題の整理 

 ESGアナリスト、セクターアナリストによる対話 

 ESG、企業戦略、資本構造などが対話の内容 

 現在の国内企業の課題に着目したエンゲージメント 

  →情報開示が不十分なため開示強化を促す対話 

ACT  エンゲージメント活動の改善 
CHECK  活動評価 

DO  エンゲージメント 

７．エンゲージメント活動のPDCA 
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８．ESGに関するエンゲージメントの高度化 

(1)ESGを中心とした対話資料フォーマットの作成 
  ○投資先企業との円滑な対話を目的として、チーフESGアナリストが作成し改良を重ねた資料を、

国内株式パッシブ運用における対話資料のフォーマットとして定型化しました。 
 
 
(2)ESG課題に着目したエンゲージメント活動の強化 
 ①業種、ESG課題の重要性に応じた分類の新設 
  ○業種や投資先企業が抱える重要なESG課題の把握(見える化)によってエンゲージメントの実効

性向上に活用します。 
 
 ②開示状況に応じた対話レベルの設定 
  ○投資先企業の開示水準の把握、情報開示の強化を促す対話に活用します。 
 
 ③ESG課題に関する対話用スコアの導入 
  ○投資先企業との間でのESG課題の認識共有、企業価値とより関係の深いESG課題の抽出によ

り、効果的・効率的なエンゲージメント活動を展開します。 
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８．ESGに関するエンゲージメントの高度化 ～業種分類、対話レベルの新設～ 

○68業種をEとSの重要度に応じて分類しました。 

環境E：Energy , Climate Change 社会S：Supply Chain , Regional 
Committee 

環境W：Water , Biodiversity 社会E：Employee 

環境C：Chemical , Waste 社会P：Product 

環境G：General 社会G：General 

◆ESG課題に応じた業種分類 ◆対話レベル 

○開示状況に応じた対話レベルを設定しました。 
 レベルⅠ：開示内容がエンゲージメントの中心 
 レベルⅡ：個別イシューがエンゲージメントの中心 

対話レベル 開示状況など 

レベル 
Ⅰ－① 

開示状況が全般に不十分である 

レベル 
Ⅰ－② 

開示情報の網羅性は相応だが、重要
課題の開示が不十分である 

レベル 
Ⅰ－③ 

重要課題の取組みは相応だが、網羅
性の観点で不十分な部分が残る 

レベルⅡ 

重要課題の取組み、開示情報の網羅
性とも相応に満たされている 
⇒個別の論点やガバナンスに重点を
置いた対話を進める   

高

社会

(リスク・機会)

高

環境

(リスク・機会)

主な業種分類を用いた 
イメージ図 

◆業種ごとの重要課題(素案) 

○各業種に対して、EとSの重要課題(4類型から選択)を設定しました。 
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気候変動

グリーン

調達

組織対応

廃棄物・

リサイク

ル

環境監査

エネル

ギー削減

環境ビジ

ネス

当社

(業種)

(全体)

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

労働安

全・災害

人材育

成・能力

開発

人権

サプライ

チェーン

勤務制度

モチベー

ション

ダイバー

シティ

ワークラ

イフバラ

ンス

当社

(業種)

(全体)
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0
情報開示

汚職防止

BCP

紛争鉱物

CSR対応

CSR基準

品質マネ

ジメント

リスクマ

ネジメン

ト

当社

(業種)

(全体)

８．ESGに関するエンゲージメントの高度化 ～対話用スコアの導入～ 

(社会)

1

2

3

4

5

6

7

8

(環境)

1 (ガバナンス)

2

3 1

4 2

5 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

6.7 5

環境ビジネス 8.0 8.0 5 リスクマネジメント 6.8 6.8 5

エネルギー削減 8.0 8.0 5 品質マネジメント 6.7

8.0 5

環境監査 7.2 5.7 5 CSR基準 8.9 8.9 5

廃棄物・リサイクル 8.1 8.1 5 CSR対応 8.0

組織対応 7.3 7.3 5 紛争鉱物 6.0 6.0 5

グリーン調達 7.7 6.4 5 BCP 7.1

気候変動 7.5 7.5 5 汚職防止 7.3 7.3 5

7.1 5

当社 (業種) (全体)

環境会計 8.5 8.5 5 情報開示 6.5 8.4 5

生物多様性 8.6 8.6 5 G

環境マネジメント 8.0 5.6 5

ワークライフバランス 6.6 7.7 5

E

当社 (業種) (全体)

6.8 5

G 7.2 7.4 5 ダイバーシティ 8.3 8.3 5

S 7.6 7.2 5 モチベーション 7.7

総合 7.6 7.4 5 サプライチェーン 8.4 8.4 5

E 7.9 7.4 5 勤務制度 6.9 5.4 5

総合 人材育成・能力開発 7.9 6.3 5

当社 業種平均 全体平均 人権 7.4 7.4 5

当社 (業種) (全体)

労働安全・災害 7.6 7.6 5

コード 企業名 業種 S

○○○ ●●●

○1,000を超えるESG項目を定量スコア化し、その中から、ESGの重要テーマに沿って、株価との連
動性が高いものを抽出します。 
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Ⅱ．ESGへの注目の高まり 



９．グローバルでESGが注目される時代背景(再掲) 

・20世紀は、「科学技術の進歩を背景として大量生産・大量消費・大量廃棄に基づいた豊
かな社会を生み出したが、一方で深刻な負の遺産をもたらした」と言われている 

・21世紀の現在では20世紀の反省を踏まえて、将来世代に迷惑をかけることなく現在世代
の需要を満たす発展、すなわち「持続可能な発展」が求められている 

・企業と社会は相互依存関係にある 

・企業には、短期的な利潤追求だけではなく、持続可能な発展に即し、環境問題や社会問
題を意識した経営と、そのような経営のためのガバナンス体制の構築が求められている 

・中長期的に企業価値向上を図る上で、企業にも投資家にもESGの重視が求められている 

16 



日本再興戦略では、日本企業の「稼ぐ力」回復に向けた複数の施策が実行された 

１．2014年2月に公表された日本版スチュワードシップ・コード(2017年5月に改訂)の原
則3では、投資家に投資先企業の状況把握を求める中で、非財務情報の把握も実質的
に求めている 

 
２．2015年5月に公表され、同6月から適用開始となったコーポレートガバナンス・コー

ドの基本原則3では、企業側に適切な非財務情報の開示を求めている 
 
３．2015年9月、世界最大の年金基金である年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が

ESGを考慮した運用を求める責任投資原則(PRI)に署名 

中長期的に企業価値向上を図る上で、企業にも投資家にも 
ESGの重視が求められている 

10．国内でも関心が高まるESG 
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・責任投資原則(PRI)への署名機関数は2017年4月末段階で1,700超、運用資産総額も68兆ド
ルに達している。 
・日本においてPRIに署名している機関数は足元でも60に留まっていることから、今後、年
金基金等を中心に増加することが想定される。 

11．ESG投資の市場浸透に関するデータ 
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図表１ PRIの署名機関数と運用資産総額の推移 

※各年4月時点 
※PRIホームページよりAMOne作成 0
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－ 従来型の投資 － 
主に財務情報(売上高、利益、資産など)に着目して投資先の企業を評価 

－ ESG投資 － 
従来用いていた財務情報だけでなく、財務情報には表れない企業の非財務情報である 

環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G) 
の3 分野に関するESG情報も考慮する投資 

背景には、企業のサステナビリティ(持続可能性)を注視する必要性の高まり 

19 

12．ESG投資とは 



－ ESG投資の観点 － 
■リターンの観点 
環境問題や社会問題への対応をビジネスチャンスとするなど、企業がESG課題への取り組
みを収益獲得機会として企業価値の向上につなげているかを評価 
 
■リスクの観点 
ESG情報を分析することで将来の企業価値の棄損につながる要因の特定及び対応を評価 

短期的な利益追求に軸足を置き、長期的な視点を欠いた企業の活動が、今日の深刻な環境問
題や社会問題、更には企業不祥事をもたらしている原因であると言われている 

ESG 投資は、あくまでも中長期的な企業価値向上や安定を目的としている 

13．ESG投資の目的 
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1 環境マネジメント 1 地域社会との関わり 1 取締役会

2 環境方針 2 機会均等の方針 2 女性取締役

3 環境情報開示 3 従業員の健康と安全 3 倫理規定

4 環境パフォーマンス 4 人権への取組み全般 4 ステークホルダーに関する責任

5 生物多様性 5 労働組合と従業員の経営参加 5 ＥＳＧリスクマネジメント

6 化学物質の安全性と持続可能性 6 トレーニング、能力開発 6 規制機関

7 環境インパクト 7 顧客と調達先の関係 7 腐敗リスクエクスポージャー

8 気候変動 8 人権の方針 8 腐敗防止の方針

9 環境ソリューション 9 雇用創出と維持 9 腐敗防止制度

10 水資源リスク 10 先住民族の権利 10 腐敗防止に関する情報開示

出所：株式会社QUICK ESG 研究所

図表1　ＥＳＧ投資に際して考慮されている項目の事例

Ｅ（環境） Ｓ（社会） Ｇ（ガバナンス）

14．ESG情報とは 
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図表２ ESG投資に際して考慮されている項目の事例 



 
 
 
 
 

研究開発・商品開発 
 
・環境問題、社会問題の解決 等 
 
 

営業 
 
・リスクマネジメント 
・労働安全衛生・労働基準 
・人権問題 
・腐敗防止(贈収賄) 等 

マーケティング 
 

・環境や社会に関する市場のニーズの把握  
・グリーン・マーケティング 
・サステナブル・マーケティング 等 

製造 
 
・環境配慮 
 (気候変動、水利用、生物多様性等) 
・グリーン調達 
・労働安全衛生・労働基準 
・人権問題 等   

企業統治・戦略 
 

・取締役会の実効性 
・社外取締役、社外監査役のバランス 
・戦略的CSR、CSV経営の志向性 
・資本構造 
・業績 

15．企業活動で求められるESG項目 ～企業活動の随所にESG課題あり～ 
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ビジネスモデル ガバナンス 戦略 
成果と重要な 
成果資料(KPI) 

価値観 持続可能性・
成長性 



スチュワードシップ責任 
 
原則３．機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、

当該企業の状況を的確に把握すべきである 
指針３－３．把握する内容としては、例えば、投資先企業のガバナンス、企業戦略、業績、資本構造、事

業におけるリスク・収益機会(社会・環境問題に関連するを含む)及びそうしたリスク・収益機
会への対応など 、非財務面の事項を含む様々な事項が想定される 

 
注：日本版スチュワードシップ・コードより抜粋、アセットマネジメントＯｎｅとして受け入れ表明済 

責任投資原則 
 
原則１．私たちは投資分析と意思決定のプロセスにESG課題を組み込みます 
原則２．私たちは活動的な所有者となり、所有方針と所有習慣に ESG問題を組入れます 
原則３．私たちは、投資対象の企業に対してESG課題についての 適切な開示を求めます 
 
注：アセットマネジメントＯｎｅ(旧DIAM)は2013年3月に署名 

受託者責任 
 
投資実務において、環境上の問題、社会の問題および企業統治の問題など長期的に企業価値向上を牽引す
る要素を考慮しないことは、受託者責任に反することである 
 
出所：UN Global Compact等「21世紀の受託者責任」 

実   
践 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基   
盤 

16．運用機関に求められるESGへの対応 
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Ⅲ．エンゲージメントを通じたESGの推進 



■ESG関連評価軸 
①ESGに関する「リスクの観点」・・・企業の持続的成長を阻害する可能性がある要因として、環境や社会などの視点からどの
ような要因を認識しているか。また認識している要因に対してどのような対策を講じているかを重視しています。 

②ESGに関する「リターンの観点」・・・本来CSRに求められている幅広い分野での社会ニーズの変化を捉え、それをいち早く
「価値創造」や「市場創造」に結びつけることによって、企業の「競争力強化」や「持続的発展」と共に、「経済の活性化」
や「より良い社会づくり」につなげられているかを評価のポイントとして重視しています。 

■重点確認事項 
① ESG活動が経営の中核に位置付けられているか。 
② 持続的な発展を目指すための「投資」として位置付けられており、単なる社会貢献としてのコストとして扱われていないか。 
③ 法令順守のレベルに留まることなく、新たなフロンティアに挑戦するための自主的取り組みとなっているか。 

・非財務情報であるESGは、社会の持続的な発展が求められている中、企業にも持続的な発展に即した利潤追求だけではない、
環境問題や社会問題を意識した経営が求められているとの認識の下で重視され始めています。しかし従来、ESGには大きく 
「リターンの観点」と「リスクの観点」の２つがありますが、やや「リスクの観点」に偏る傾向があったと考えています。 

 
・当社では、一般的な解釈から一歩踏み込んで、CSRは企業の視点、ESGは投資家の視点から企業の社会的責任を見ているもの
の、企業価値向上を図るという本質は同じであるとの考えをもっており、「リスクの観点」は勿論ですが、より「リターンの
観点」を重視していきたいと考えています。 

17．当社のESGに関する基本的な考え 
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ビジネスモデル ガバナンス 戦略 
成果と重要な 
成果資料(KPI) 

価値観 持続可能性・
成長性 



化石燃料関連企業からの投資引揚げ(ダイベストメ ント)の動きがある中で、化石燃料と関係が深い電力会
社、プラント会社にエンゲージメントを行った事例 

投資先企業に対する

課題意識
投資先企業との

対話内容
投資先企業の

対応・回答

持続的な成長と企
業価値向上に向
けた対話を継続

電力Ａ社

ダイベストメントが議論される中、
石炭火力発電所を扱う当社は渦
中の存在になっているが、それを
補う施策が打たれておらず、結
果としてESG評価機関の評価も
低位に甘んじている。

本業がＣＯ2削減という逆風に晒
されているが、環境を意識した事
業展開も行っていることから、市
場の誤解を払拭すべくＥＳＧ対応
を強化してもよいのではないかと
の論点で議論。

「ご指摘の点は全くそのとおりで
あると思う。本業においても水力
発電や風力発電を扱っているこ
とから、対外的なアピールをもっ
と工夫する必要がある。改めてお
邪魔して、是非、いろいろご意見
を伺いたい。」との回答を得た。

建設Ｂ社

化石燃料に対する欧米年金のダ
イベストメントの動きもあり、オイ
ル＆ガス分野の事業環境は厳し
さを増している。情報開示を含め
た積極的なＥＳＧへの取組みが
喫緊の課題。

化石燃料に対するダイベストメン
トの動向について作成した資料
を示し、危機意識を共有。情報開
示を含めたＥＳＧへの取組みス
ピードを上げる必要性を継続議
論。

「海外顧客からもＣＳＲ調達ガイド
ラインに基づいて、ＥＳＧへの積
極的な対応を求められ始めた。
事業環境変化に対応してリスク・
機会双方の観点から今後も意見
交換をお願いしたい。」との回答
を得た。
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18．エンゲージメントの事例 ～リスクの観点①～ 



市場影響力がある企業に対して、サプライチェーンをキーワードとしてサプライヤーのESGに関する 
情報開示改善を促したり、温室効果ガス削減策についてエンゲージメ ントを行った事例 

投資先企業に対する

課題意識
投資先企業との

対話内容
投資先企業の

対応・回答

持続的な成長と企
業価値向上に向
けた対話を継続

自動車Ｃ社

産業連関の視点から自動車完成
車メーカーのＥＳＧに対する取組
みが市場に与える影響は大き
い。実務レベルでのサプライヤー
に対する対応状況について確認
する必要がある。

産業連関の視点からサプライ
ヤーに対する対応が企業価値向
上、並びに市場全体の底上げに
繋がることを指摘。ＣＳＲ調達ガイ
ドラインに基づいたサプライヤー
に対するＥＳＧ対応の要請を主た
る論点に議論。

「ＣＳＲ調達ガイドラインは過去か
ら作成しており、チェックシートに
基づいたサプライヤーチェックも
始めている。サプライヤーに対し
て、ガイドラインへの対応ができ
ている事項について積極的な開
示を働きかけることについては、
調達部門と相談する。」との回答
を得た。

印刷Ｄ社

環境対応で先進的であり、特に
ＧＨＧ削減ではＳＢＴにも手を挙
げていることから、ＧＨＧ削減施
策、削減を進める上での問題
点、ＧＨＧ削減が企業価値向上
に繋がるのかなどについて確認
する必要がある。

従来からＧＨＧ削減に向けて対
応しており、原単位での削減は
難しくなってきているように見受
けられる。このような中でＳＢＴに
手を挙げているが如何に今後Ｇ
ＨＧを削減していくのか。また環
境対応が企業価値向上に繋がる
のかを論点に議論。

「GHG削減で難しいのはScope3
だが、原価がわかってしまうよう
なことに協力する企業は少ないこ
とを考慮する必要がある。顧客
ニーズを踏まえた環境配慮製品
は既に売上高の4割に達している
が、価格競争が厳しく、品質に見
合った対価が得られていないの
が実情。更なる企業価値向上に
向けて、今後は品質に見合った
対価が得られるよう地道に対応
していきたい。」との回答を得た。
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18．エンゲージメントの事例 ～リスクの観点②～ 



環境課題の解決が、自社の収益獲得機会につながる企業に対してエンゲージメ ントを行った事例 

投資先企業に対する

課題意識
投資先企業との

対話内容
投資先企業の

対応・回答

持続的な成長と企
業価値向上に向
けた対話を継続

電機Ｅ社

空調機器はフロン規制や温暖化
といった環境問題と密接な関係
がある。空調機器のトップ企業と
して環境問題へしっかりと対応す
ることはもちろん、環境問題の解
決を競争力強化につなげること
が必要である。

ＥＳＧの重要性が高まる中、本業
と密接な関係にある環境問題に
焦点を絞り、中長期的な企業価
値向上策について、単なるリスク
の観点（守り）のみならず、リター
ンの観点（ビジネス機会の創
出））から議論。

「環境問題についてはCSRの専
門部署で課題に対する会社の方
向性を定めている。経営計画で
は”新たな価値創造と事業を通じ
た社会の持続可能な発展への貢
献”を謳っており、比較優位にあ
る技術力を活かして、社会課題
の解決に貢献すると共に、企業
価値向上を図っていく。」との回
答を得た。

機械Ｆ社

事業自体が環境・プラント事業主
体となっていること、及び足元の
低資本効率性を勘案すると、次
期中計では環境・社会問題の解
決を収益獲得機会とするＣＳＶ経
営を全面に出すことにより、ビジ
ネスの方向性を明確化すること
が肝要と思われる。

次期中計で、環境・社会問題の
解決を収益獲得機会とするＣＳＶ
経営を打ち出すこと、統合報告書
作成を通じて、非財務情報につ
いても問題意識をもっている点を
よりアピールすべきとの論点で意
見交換実施。

「おっしゃるように当社は環境・社
会問題の解決自体が本業となっ
ていることから、社長以下、問題
意識をもって取り組んでいる。次
期中計でどこまで盛り込めるか
はわからないが、ご意見を参考
に作業を進めたい。また統合報
告書作成については、今後も継
続してアドバイスを頂戴したい。」
との回答を得た。

18．エンゲージメントの事例 ～リターンの観点～ 

28 



ESGに関する「リスクの観点」、「リターンの観点」から、何が求められているのか模索中の企業が多い 

外部ESG評価機関の評価上、情報開示不足により過小評価されている日本企業が多い 

項目 リスクの観点 リターンの観点

環境
・本業の持続的成長に関して、阻害要因となりうる環境課題
　の抽出およびそれに対するアプローチとしてどのようなこと
　に取り組んでいるかを明記している企業は極めて限定的

社会
・「人権」や「雇用の機会均等」など、当たり前の事項につい
　て明記されていない場合が多く、外部評価機関より厳しい
　評価を受けている企業が多い

企業統治
・企業統治については一定の整理がなされていても、リス
　ク・マネンジメントや腐敗防止に関する説明が足りないた
　め、外部評価機関より厳しい評価を受けている企業が多い

・環境問題や社会問題に対して、ビジネスとして取組んでい
　る企業は一定数存在している

・但し、環境問題や社会問題を自社の収益機会と捉えて、経
　営戦略に明確に織り込んでいる企業はまだ少数に留まっ
　ている

エンゲージメントによって企業価値向上が臨める企業は多い 

19．現時点における印象 
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