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企業による「健康投資」に係る情報開示に関する検討会 報告書骨子（案） 

（３）今後望まれる情報開示の基本的な考え方 
  と具体的な記載のあり方 
 
【参考：投資家・企業などからの声】 
 
４．今後、関係者で進めるべき取組 



１．健康経営・健康投資の社会的重
要性と期待される効果 
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（１）健康経営・健康投資とは ①企業を取り巻く状況の変化 

○生産年齢人口が減少する今後の社会で企業が競争力を維持・強化するためには、保有
する人的資源を最大限活用し、生産性向上による企業価値の向上を図ることが重要。 

○また、高齢者医療費の増加等を背景に企業の負担増につながる健保組合の財政状況
の悪化が進んでおり、企業レベルでの取組による医療費支出の適正化も急務。 

出所：厚生労働省「平成25年度 厚生労働白書」 
資料：2010年までは総務省統計局「国勢調査」、2015年以降は国立社会保障・人口問題研
究所「日本の将来推計人口（2012年1月推計）中位推計」 
（注） 1945年は沖縄県を除く。 
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健康投資 
 

「健康経営」の理念に基づいた 
「企業の具体的な取組の集合」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

健康経営 
 従業員等の健康の保持・増進を経営的な

視点から考え、戦略的に実践する経営 

• 安全管理者、衛生管理者及び産業医等の選任
や安全衛生委員会等の設置 

• 定期健康診断、がん検診、人間ドック 
• 健康教育、健康相談 
• 体力強化対策、健康イベント 
• メンタルヘルスケア 
• 職場環境整備、受動喫煙対策 
• 腰痛対策 等 

○「健康経営」とは、「従業員等の健康の保持・増進を経営的な視点から考え、戦略的に
実践すること」と定義できる。 

○「健康投資」とは、そうした「健康経営」の理念に基づいた「企業の具体的な取組の集合」
と位置づけられる。 

○「投資」であるためには、（将来の）「リターン」との関係性があることが望まれる。 

（１）健康経営・健康投資とは ②健康経営・健康投資の定義 

①経営理念・方針 

②組織体制 

⑤法令遵守・リスクマネジメント 

③制度・施策実行 ④評価・改善 
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（１）健康経営・健康投資とは ③ステークホルダーとの関係 

○健康経営・健康投資を実践するためには、経営理念に健康経営を位置付け、組織体制
を構築し、産業保健、健保、労組、従業員等のステークホルダーとともに実践し、評価・改
善を行うという、マネジメントサイクルを確立することが重要。 

○これらの多様なステークホルダーとの関係が、個々の情報を体系的に整理することで、
外部から正しく認識・理解されることが不可欠。 

 

健康経営 

①経営理念・方針 

②組織体制 

⑤法令遵守・リスクマネジメント 

③制度・施策実行 ④評価・改善 

連携によ
る実践 
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○メンタルヘルス休職者比率の上昇は企業業績に負の影響を与えることを示した研究が 
 ある他、健康投資１ドルに対し、３ドルのリターンがあるとの調査結果もある。 
○健康投資は企業業績や従業員の生産性向上などにつながっていることが示唆される。 
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従業員のメンタルヘルスと利益率との関係 

（出所）RIETI Discussion Paper Series 14-J-021 
    「企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績」 
    －企業パネルデータを用いた検証－ 
    黒田祥子（早稲田大学）、山本勲（慶應義塾大学） 

○メンタルヘルス休職者比率の上昇した企業は、そ
れ以外の企業に比べ、売上高利益率の落ち込みが
大きい。 

（２）健康経営・健康投資の効果 ①生産性向上との関係 

健康投資に対するリターン 
○Ｊ＆Ｊがグループ世界250社、約11万4000人に健康教 
 育プログラムを提供し、投資に対するリターンを試算。 
○健康投資１ドルに対して、３ドル分の投資リターンがあっ 
 たとされている。 

（出所）「儲かる『健康経営』最前線」ニューズウィーク誌2011年3月号を基に作成 
6 
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○健康投資に積極的な企業の株価は全体に比べ高い値を示している。 
○今後のさらなる分析が必要ではあるが、健康投資は企業の株価向上（市場の判断）に

寄与していることが示唆される。 
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（出所）日本総合研究所作成 

健康投資に積極的な企業（厚生労働省「健康寿命を伸ばそうアワード受
賞企業」、日本政策投資銀行「健康経営格付融資先企業」における東証
一部上場企業）のインデックスと、 2009年4月～2014年9月の5.5年間の
TOPIX推移とを、 2009年4月1日終値を100として比較を行った。 

○健康投資に積極的な企業のインデックスは、全体
に比べ高い値を推移している。 

ACOEM（1916年、産業内科医と外科医の協会として設立）

による、米国内の「最も健康な企業として評価された企業」
への投資とS&P500株価平均への投資の累積利益の比較 

○ACOEMに評価された企業（ボーイング、IBM、J&Jなど）に投資した際 
 のパフォーマンスは、S&P500に比べ高い値を推移している。 

（出典）The Link Between Workforce Health and Safety and the Health of the 
    Bottom Line: Tracking Market Performance of Companies That Nurture a 
     “Culture of  Health” 
    Journal of Occupational and Environmental Medicine Volume55, Number 9,  
    September 2013 

（２）健康経営・健康投資の効果 ②投資家からの評価 



２．情報開示の意義 
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○企業の情報開示に関する意義に関しては、 

 ①投資家からの評価（→中長期的な企業価値の向上のための判断材料） 

 ②社会からの評価（→顧客や地域社会などに対して、持続的な事業を約束） 

 ③企業内での取組促進・定着（→開示による内部ガバナンスの強化） 

の３点に整理。 

（１）企業が「健康経営・健康投資」に関する情報開示を行う意義 

「健康投資」に関する情報開示を行う意義 

情報開示 

投資家からの適切な評価 

社会からの評価 

自社内の取組の促進・定着 
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○投資における非財務情報の評価は、ネガティブ・スクリーニングからＥ(環境)Ｓ(社会)Ｇ(ガバナンス)
の取組に関するポジティブ・スクリーニングの評価へと変遷。 

○国連の「責任投資原則（ＰＲＩ）」を契機にＥＳＧ重視が世界的に本格化。ＰＲＩ署名機関数は1335機関

となっており、現在、公的年金などを含め、幅広い投資家がＥＳＧに関する情報を活用し、通常の投
資の中でも使われるようになってきている。 

○日本版スチュワードシップコード受入れ表明は175機関に上り、我が国においてもＥＳＧ投資が本格
化し始めている。 
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ＥＳＧ投資 

・国連責任投資原則（2006年）

を背景に、社会と企業の主要課
題がＥＳＧに 
・現在、幅広い投資家が活用し
ており、海外ではESG投資がメ
インストリーム化している。 
 

社会的責任投資 
・ネガティブスクリーニン
グ、企業の個別的な社会
課題が中心 

国連責任投資原則（PRI）〔仮訳；抜粋〕 
• 原則１：私達（注：機関投資家）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：私達は、活動的な（株式）所有者になり、（株式

の）所有方針と（株式の）所有慣習にESG課題を組み入
れます。 

• 原則３：私達は、投資対象の主体に対してESG課題につ

いて適切な開示を求めます。 
出所：金融庁ホームページ 

出所：荒井氏資料等を参考にNTTデータ経営研究所作成 

責任投資の世界的な潮流 ＥＳＧ投資の世界的な広まり 
1920年代～ 

・日本版スチュワードシップ・コード受入れ 
 を表明した機関投資家 175機関 
                （2014年12月9日現在） 

・国連責任投資原則署名機関数 
   世界 1335機関 
      日本         31機関 
      資産額合計 45兆ドル超 
 
・主要投資に占めるESG投資の比率 
    ＥＵ 49％ 
  日本 0.2％  

ＥＳＧ投資に関する国内の動き 

出所：荒井氏資料等を参考にNTTデータ経営研究所作成 

（２）非財務情報重視の世界的潮流 

2006年～ 



○「日本再興戦略」等において、コーポレート・ガバナンス報告書やCSR報告書等に従業員

等の健康管理や疾病予防などに関する取組の記載を検討することとされている。 

○これらの背景には、企業が健康投資・健康経営に積極的に取り組むことが、企業の生
産性向上や中長期的な企業価値の向上のみならず、国民の健康寿命の延伸や医療費
の適正化に加え、我が国における新産業の創造につながるという考えがある。 

第二 ３つのアクションプラン 
二．戦略市場創造プラン 
テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸  
（３）新たに講ずべき具体的施策 
 ⅱ）公的保険外のサービス産業の活性化 
・「コーポレート・ガバナンス報告書」や
CSR報告書等に「従業員等の健康管理
や疾病予防などに関する取組」を記載 

日本再興戦略2014（抜粋） 
[平成26年6月 閣議決定] 
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３．新産業の創出に向けた課題とアクション
プラン 
Ⅱ. 健康経営（※）・健康投資の促進 
 ②健康経営が評価される枠組みの構築 
○CSR報告書などによる企業の積極的
な情報発信を促進する。 

次世代ヘルスケア産業協議会 
中間とりまとめ（抜粋）[平成26年6月] 

（３）「日本再興戦略」等における記載 
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 【参考：投資家・企業などからの声】 

＜投資家からの声＞ 
・優秀な人材の獲得や定着という組織戦略の観点から、従業員に対する健康経営・健康投資の取組に意
義はあると考える。また、そのような取組をどのような組織・体制で行っているかが開示されることは重要
である。（証券会社 ヘルスケアセクターのアナリスト） 
 
・従業員の健康に取り組む企業を投資対象とするには、健康経営・健康投資と、株価や企業価値等の財
務指標との関係を示すデータが必要である。（損保系機関投資家 責任投資担当のアナリスト） 
 
・優れた従業員が優れた働きをすることが企業価値の源泉であることに、投資家も異存はない。これはグ
ローバルで共有できる価値観であり、日本が従業員への投資に関して最先端であることを示せばよい。
（IRコンサルティング会社） 
 
＜企業からの声＞ 
・情報開示は、社会的には統合報告書等の自発的な開示へ流れが向かっている。統合報告書への記載
では、株主等のステークホルダーへの説明におけるmateriality(重要性)が重視される。したがって健康投
資が記載されるためには、健康経営・健康投資の重要性や優先順位が高まることが必要である。 （製造
業 東証1部上場） 
 
・健康経営は、従業員に対するPRであるとともに、地域の契約者や社会全般（顧客）に対して広く発信す
る材料でもある。社会全体として健康であることが、本業にとっても有益である。（保険業 東証１部上場） 
 
・取引先からESGやCSRの情報開示に対する要請が強まりつつある。単に健康づくりの重要性を訴えるよ
りも、 ESGの一部に健康づくりを位置づけることにより、健康投資が推進されていくのではないか。（製造
業 東証1部上場） 
 



３．企業の情報開示の現状と 
  望まれる開示のあり方 
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○企業の情報開示手段には、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」など一律の開示
を求められているものと、企業が自らの判断で任意に開示するものがある。 

○現状は安全衛生活動などに関する記載が多く、健康投資に関する記載は少ない。 

（１）情報開示の媒体と記載の現状 

14 

企業の情報開示手段の比較 

出所：永田智久、森晃爾「CSRにおける労働安全衛生の報告のための資料集」2014) 
    環境省「環境にやさしい企業行動調査結果（平成24年度における取組に関する調査結果）」（2014年） 
    一般社団法人日本IR協議会第21回「IR活動の実態調査」2014年） 

開示の概要 開示の根拠 開示の状況 健康投資に関する記載状況 

コーポレート・
ガバナンス報

告書 

コーポレート・ガバナン
ス体制、利害関係者
（ステークホルダー）へ
の施策等に関する情
報を開示する。 

各金融商品取引
所の有価証券上
場規程（記載要
領あり） 

上場企業全て（一部、二部、マザー
ズ、JASDAQ）が、証券取引所の
WEB上に開示 

・全上場企業（約3500）の
うち、104企業（約3％）に

健康づくり、安全衛生に
関する記載あり 

ＣＳＲ 
報告書 

環境、労働、社会貢献
等の企業の社会的責
任（ＣＳＲ）に関する情
報を開示する。 

任意（GRI※ガイ

ドライン、
ISO26000等のガ
イドラインあり） 

・東証一部上場企業668社（38.9％）が
CSR関連報告書を公開。（2012年度） 
・非上場企業では248社がCSR関連報
告書を作成、公表。（2012年度） 

・CSR関連報告書を公開
する上場企業の76.3%が

安全衛生活動に関して
記載。 

統合報告書 

財務情報と、経営戦略
やＣＳＲ，知的資産、ガ
バナンス等の非財務
情報とを統合して開示
する。 

任意（国際統合
報告フレーム
ワークあり） 

・IR実施企業のうち、統合報告書を
作成している企業は7.3％（2013年
度） 

・一部の企業にとどまる 

アニュアル 
レポート 

財務情報や事業報告
を開示する。非財務情
報の充実化も進む。 

任意 
・IR実施企業のうち、アニュアルレ
ポートをWEBで公開している企業
は30.0％（2013年度） 

・一部の企業にとどまる 

※ＧＲＩ：企業の持続可能性報告書について、全世界で通用するガイドラインをつくるため、世界各国のコンサルタ 
      ントや経営者団体、企業、市民団体などでつくる非営利団体 



○アニュアルレポートは、投資家向けに財務情報などを記載した報告書であるが、
ＥＳＧに関する非財務情報を付加する報告書が増えてきており、これらを「統合
報告書」として発行している例もある。 

 

アニュアルレポートの項目（三井化学の場合） 

出所：三井化学アニュアルレポート2014.3より 

具体的な記載事例 

15 

（２）各開示媒体における関連項目と記載の例 ①アニュアルレポート 

企業名 三井化学株式会社 

報告書名 アニュアルレポート2014年3月期 

記載箇所 P62 
「健康経営」 

概要 • 「社員の健康は会社の健康に直結する」
という基本理念に基づき、社員の健康
は会社の生産性を向上させるばかりで
はなく企業価値の向上につながるものと
考え、社員の健康づくりを経営課題に位
置付けています」と経営課題としての認
識が示されている。 

• 健康管理に関して特定保健指導実施率、
疾病休業日数、メンタルヘルスケアに課
して具体的な施策内容が示されている。 

• 「レスポンシブル・ケア賞」受賞、「ＤＢＪ
健康経営格付」特別表彰受賞について
も記されている。 

特集1 — Bringing Innovation to Life with Chemistry 
目次・三井化学が貢献すべき社会課題 
価値創造の歴史
事業を通じた社会課題解決（Mobility, Healthcare, Food & Package) 
三井化学グループの将来像

社長インタビュー (2014中期経営計画について）
2011、2014中計進捗ハイライト
連結財務・非財務ハイライト 
事業一覧
主要製品フローチャート
事業別概況
研究開発／知的財産
コーポレート・ガバナンス 
リスク・コンプライアンスマネジメント
取締役・監査役 
特集2- Strategic Global Human resource and Safty Management

グローバルビジネスリーダーの育成 
技術伝承座談会

CSR / レスポンシブル・ケア
データセクション

目次
リスク情報
会社の現況
投資家情報 



○統合報告書では、長期的視点に立った企業価値創造を説明することを目的に、
「財務情報」と経営戦略やＣＳＲ、知的資産、ガバナンス等の「非財務情報」とが
幅広く（統合的に）記載される。 

統合報告のフレームワーク 
パート１‒ 
イントロダ
クション  

1. フレームワー
クの利用 

A 統合報告書の定義 

B フレームワークの目的 

C 統合報告書の目的と利用者 

D 原則主義アプローチ 

E 報告書の形式及び他の情報との関係性 

F フレームワークの適用 

G 統合報告書に対する責任 
2. 基礎概念 A イントロダクション 

B 組織に対する価値創造と他者に対する価値創造 

C 資本 

D 価値創造プロセス 
パート2 ‒ 
統合 
報告書 

3. 指導原則 A 戦略的焦点と将来志向 

B 情報の結合性 

C ステークホルダーとの関係性 

D 重要性 

E 簡潔性 

F 信頼性と完全性 

G 首尾一貫性と比較可能性 
4. 内容要素  A 組織概要と外部環境 

B ガバナンス 

C ビジネスモデル 

D リスクと機会 

E 戦略と資源配分 

F 実績 

G 見通し 

H 作成と表示の基礎 

I 一般報告ガイダンス 

※統合報告に関するフレームワークは、国際統合報告評議会(IIRC)（規制者、投資家、企業、基
準設定主体、会計専門家及びNGO により構成される国際的な連合組織）により作成された考え
方である。ＧＲＩも中心メンバーとして参画している。 
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（２）各開示媒体における関連項目と記載の例 ②統合報告書 

具体的な記載事例 

企業名 ローソン 

報告書名 ローソン統合報告書2014 

記載箇所 P43 
人財「社員・FC加盟店オーナーの健康に関
する取り組み」 

概要 • 保険料負担を企業の財務リスクのひと
つと捉え、社員・FC加盟店オーナーの健

康意識を高める取組を行っていることが
示されている。 

• 顧客の健康的な生活を支援する企業と
して社員の健康増進に取り組んでいる
ことが示されている。 

• 「社員健康増進プログラム」として健診
未受診者へのディスインセンティブや健
康アプリ等の具体的な施策内容が示さ
れている。 

• 健康寿命アワード受賞についても記述
されている。 



○ＣＳＲ報告書では、企業の社会的責任としての、環境、労働、社会貢献等に関
する取組が記載がされる。 

○開示の内容については非財務情報が中心。 

ＣＳＲ報告書の項目（フレームワーク） 

出所：GRI「GRIガイドライン（G4) 2013年 

※ＣＳＲ報告書に関するフレームワークには、OECD多国籍企業行動指針、国連グローバル・コン
パクト、ISO26000、GRIガイドライン等がある。GRIガイドラインは国際的には最も普及しているフ
レームワークの１つである。 

具体的な記載事例 
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（２）各開示媒体における関連項目と記載の例 ③ＣＳＲ報告書 

企業名 第一生命 

報告書名 ＤＳＲレポート2014 

記載箇所 P109-111 
http://www.dai-ichi-
life.co.jp/dsr/employee/health.htm 
「職員と心の体の健康」 

概要 • 健康を望むお客さまの気持ちに応えて
いく社会的責任を果たすためには、グ
ループ役職員自身が健康医療に高い関
心を持つ必要があるとの認識のもと、生
活習慣改善取組、健康増進キャンペー
ン、禁煙取組などの具体的な施策等が
示されている。 

• グループ健康宣言に加え、社長直轄の
健康経営推進体制が示されている。 

• 生活習慣改善取組の評価として男女別
有所見率が示されている。 

• 健康寿命アワード受賞についても記さ
れている。 

一般標準開示項目 戦略 および 分析 報告書 のプロフィール 
組織 のプロフィール ガバナンス 
特定 されたマテリアルな 側面 とバウンダリー 倫理 と 誠実性 
ステークホルダー・エンゲージメント 

特定標準開示項目 マネジメント 手法 の 開示項目 
経済 経済的 パフォーマンス 間接的 な 経済影響 

地域 での 存在感 調達慣行 
環境 原材料 製品 およびサービス 

エネルギー コンプライアンス 
水 輸送 ・ 移動 
生物多様性 環境全般 
大気 への 排出 サプライヤーの 環境評価 
排水 および 廃棄物 環境 に 関 する 苦情処理制度 

社会 雇用 多様性 と 機会均等 
労使関係 男女同一報酬 
労働安全衛生 サプライヤーの 労働慣行評価 
研修 および 教育 労働慣行 に 関 する 苦情処理制度 

人権 投資 保安慣行 
非差別 先住民 の 権利 
結社 の 自由 と 団体交渉 人権評価 
児童労働 サプライヤーの 人権評価 
強制労働 人権 に 関 する 苦情処理制度 

社会 地域 コミュニティ コンプライアンス 
腐敗防止 サプライヤーの 社会 への 影響評価 
公共政策 社会 への 影響 に 関 する 苦情処理制度 
反競争的行為 

製品責任 顧客 への 安全衛生 顧客 プライバシー 
製品 およびサービスへのラベリング コンプライアンス 
マーケティングコミュニケーション 

労働慣行 
とディーセ 
ントワーク 



○コーポレート・ガバナンス報告書では、ガバナンス体制、利害関係者（ステーク
ホルダー）への施策等に関する情報が、一定の開示ルールに従って記載されて
いる。 

1. 基本的な考え方
1. 外国人株式所有比率
2. 大株主の状況
3. 支配株主(親会社を除く)の有無(支配株主名を含む)
4. 親会社の有無
5. 補足説明(資本構成に関するもの)
1. 上場取引所及び市場区分
2. 決算期
3. 業種
4. （連結）従業員数
5. （連結）売上高
6. 連結子会社数

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

1. 組織形態
2. 取締役関係
3. 監査役関係
4. 独立役員関係
5. インセンティブ関係
6. 取締役報酬に関する開示状況
7. 社外取締役（社外監査役）のサポート体制

3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
株主総会招集通知の早期発送
集中日を回避した株主総会の設定
電磁的方法による議決権の行使
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使向上に向けた取組み

招集通知(要約)の英文での提供
その他
ディスクロージャーポリシーの作成・公表
個人投資家向けに定期的説明会を開催
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催
海外投資家向けに定期的説明会を開催
IR資料のホームページ掲載
IRに関する部署(担当者)の設置
その他
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定
環境保全活動、CSR活動等の実施
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定
その他

1. 内部統制システムについての基本的な考え方及びその整備状況
2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1. 買収防衛策の導入の有無
該当項目に関する補足説明

内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制の模式図

適時開示体制図

V その他

2. 資本構成

3. 企業属性

1. 機関構成・組織運営
等に係る事項

1. 株主総会の活性化及
び議決権行使の円滑化
に向けての取組み状況

2. IRに関する活動状況

3. ステークホルダーの立
場の尊重に係る取組み
状況

1. 買収防衛策の導入の
有無
2. その他コーポレート・ガバ
ナンス体制等に関する事項
(適時開示体制概要書の内
容)

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

項目

I コーポレート・
ガバナンスに関
する基本的な考
え方及び資本構
成、企業属性そ
の他の基本情
報

II 経営上の意思
決定、執行及び
監督に係る経営
管理組織その
他のコーポレー
ト・ガバナンス体
制の状況

III 株主その他
の利害関係者
に関する施策の
実施状況

IV 内部統制シ
ステム等に関す

コーポレート・ガバナンス報告書の項目 具体的な記載事例 

（出所）東京証券取引所「コーポレート・ガバナンスに関する報告書記載要領」2014年 
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（２）各開示媒体における関連項目と記載の例 ④コーポレート・ガバナンス報告書 

企業名 株式会社ダイフク 

報告書名 コーポレート・ガバナンス報告書 

記載箇所 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に
係る経営管理組織その他のコーポレートガ
バナンス体制の状況 
２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定
等の機能に係る事項（現状のコーポレー
ト・ガバナンス体制の概要） 

概要 • コーポレート・ガバナンス体制の概要と
して、中央安全衛生委員会やこころと体
の健康づくり委員会などを設置し、活動
を行っているということが示されている。 



（３）今後望まれる情報開示の基本的な考え方と具体的な記載のあり方 

○経営理念・方針への位置づけや、評価改善の仕組みが構築できているかなどの情報を、財務情報
と関連づけて開示を促進することが重要。（ アニュアルレポートや統合報告書の活用） 

○同時に、健康経営・健康投資の具体的な取組について開示を進めることも必要。（ 上場企業の約
40％が既に作成をしているＣＳＲ報告書の活用） 

○情報の一覧性の観点から、健康経営・健康投資に関するガバナンスのあり方などが、統一的フォー
マットで開示されることも有用。（コーポレート・ガバナンス報告書の活用） 

記載箇所 記載内容 

コーポレー
ト・ガバナン
ス報告書 

ＣＳＲ 
報告書 

アニュアル
レポート／
統合報告書 

GRIガイドライン「労働安全衛生」 等 
健康投資に関する具体的な取組、地域や社会に向け
ての健康投資に関する取組等を、企業の社会的責任
として開示 

人的資本やステークホルダーとの関係
性、ガバナンスに係わる記述部分 

健康投資に関する理念、方針、組織体制、具体的な取
組等を、企業価値創造に資する取組として財務情報・
非財務情報を関連づけて開示 

「２．業務執行、監査・監督、指名、報
酬決定等の機能に係る事項」 

取締役会等の法定組織の他、健康投資に関する各種
委員会の設置や、担当役員の設置状況等を開示 

「３．ステークホルダーの立場の尊重に
係る取組み状況」 

健康投資に関する理念、方針、組織体制、具体的な取
組等を、従業員の立場の尊重の取組として開示 
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各情報開示媒体における記載箇所と望まれる記載内容 
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 【参考：投資家・企業などからの声】 

＜投資家からの声＞ 
・組織図を含めた組織戦略は情報開示のなかに入れるべきである。企業にとって組織というのはコアな部
分である。良い組織であれば壊れても再生していく。 （証券会社 ヘルスケアセクターのアナリスト） 
 
・健康づくりの取り組みや数値が企業の成長ドライバや成長等の効果とどのように結び付くか、ストーリー
性のある説明が必要である。健康経営・健康投資を統合報告書に記載することは、企業が従業員の健康
づくりの取り組みの本気度を投資家にアピールする良い手段である。（損保系機関投資家 責任投資担当
のアナリスト） 
 
・健康経営銘柄は投資家にとって分かりやすい情報。コーポレート・ガバナンス報告書に限らず、広くホー
ムページや統合報告、アニュアルレポート等に健康経営銘柄についての情報開示すれば、投資家の目に
触れるはずである。数値指標は一律なものである必要はなく、各社が自身の考え方に基づいて定義づけを
して作成すればよい。当該企業の経営の大きなストーリーに位置づけられていることが重要である。（IRコン
サルティング会社） 
 
＜企業からの声＞ 
・日本では“フォーマット”が示されていない情報の開示がされにくいため、従業員の健康投資について記載
を求めるならば報告フォーマットの提示などの強制力が必要である。但し、コーポレート・ガバナンス報告書
の記載内容が増え続けることも危惧される。（製造業 東証1部上場） 
 
・企業として様々な取組を行っている中、健康経営・健康投資のみをコーポレート・ガバナンス報告書にお
いて一律に開示することについては、バランスを欠く印象を持つ。それぞれの企業が重要と考える部分を
自由に記載するということが望ましいと考える（製造業 東証1部上場） 
 
＜市場関係者からの声＞ 
・開示することが定着していない情報について、義務・任意を問わず何らかの開示を明示的に求めるため
には、企業・投資家の双方がその情報についての重要性を認識し、開示することが有用であるというコンセ
ンサスが形成され、実際に様々な媒体で具体的な記載がある程度進んでいることが重要である。 



４．今後関係者で進めるべき取組 
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関係者で進めるべき今後の取組について 

○大企業・中小企業など様々な企業における健康経営・健 
 康投資の経営理念・方針の策定、具体的な取組の促進 

○企業内の取組促進のための担当役員（ＣＨＯなど）の設 
 置の促進 

○企業の取組の対外的な情報開示の促進 

経済産業省としても、今後、経済団体や資本市場等の関
係者に対して働きかけを行う。 



今後のスケジュール 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 

検討会 

次世代 
ヘルスケア 
産業協議会 

その他 

報告書（案）の検討 

健康投資WG
報告 

協議会 
報告 
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報告書骨子（案）の検討 

投資家・企業等から幅広く意見を聴取 

報告書の決定 

健康経営銘柄 
の発表 

株主総会 

各種報告書への「健康
投資」の記載反映 
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