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はじめに 

 
我が国が今後、健康長寿社会を実現していく中においては、その支え手の一つとなる

「企業」が持続的な事業活動を実施していくことが必要不可欠である。今後、生産年齢

人口が減少し、また、企業内の人口構成も高齢化が進む中、企業経営者は、自社の従業

員を人的資本と捉え、従業員一人一人が最大限活躍できるような環境整備（投資）を行

うことが重要である。この人的資本への投資により、従業員の労働生産性及び企業競争

力を向上させ、市場や社会における「企業価値」の向上を図っていくことが求められて

いる。 

 

企業が活動をする上では様々な「コスト」が存在するが、自らの従業員等の健康の保

持・増進に取り組むことも、医療費や福利厚生費など「コスト」として捉えられてきた

側面が強い。さらには、従業員等の健康の保持・増進への取組について、企業内の部署

間や健康保険組合等の関係者間での連携が図られず、事業の重複等も見受けられ、企業

経営という視点から、全体最適を図るような取組がなされていないとの指摘もある。 

 

こうした状況において、企業経営者にとって「コスト」と考えられてきたこれらの取

組を、将来の企業価値を高めることが期待される人的資本への「投資」として捉え直す

ことが重要である。また、企業経営者がこれらの取組を人的資本への「投資」として考

えるためには、単年度ではなく中長期的な視点に立って取組を実施し、成果を回収する

ことを前提として、従業員等の健康保持・増進の取組についての考え方を全社的に再度

整理し、それらを適切に情報発信していくことも必要となる。 

 

   政府においては、これらの取組を推進するため、健康経営・健康投資に取り組む企業

が社会から評価される仕組みの構築を提案し、平成２６年６月に改訂された「日本再興

戦略」において、具体策の一つとして、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」

やＣＳＲ報告書等に「従業員の健康管理や疾病予防等に関する取組」を記載する旨を記

載した。 

 

これを受け、経済産業省は商務情報政策局に検討会を設置し、経済団体、投資家、健

康保険組合連合会、東京証券取引所等の市場関係者の参加・協力の下で、これらの情報

開示のあり方についての考え方を整理することとした。 
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１．企業にとっての「健康経営」「健康投資」の意義 

 
（１）「健康経営」「健康投資」とは 

「健康経営」については様々なとらえ方ができるが、本報告書では、「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」と定義する。その上

で、こうした「健康経営」の理念に基づいた「企業の具体的な取組の集合」、具体的に

は、それに要する資金や人的作業・労力を「経営資源」として投入することを「健康投

資」として位置づける。 

そこでまず、健康経営・健康投資が的確に実践されているか否かを判断できるように

するためのフレームワークを考える。フローとしては、 

① 経営者が経営理念や経営方針に健康経営を位置付ける 

② それに従って組織体制を構築する 

③ 産業保健スタッフ、健康保険組合、労働組合、従業員等の関係者とともに必要と

考えられる制度・施策を設立・実行する 

④ それらが的確に実行されたかどうかの評価とその結果に基づく改善を行う 

といった一連のマネジメントサイクルを確立することが考えられる。   

また、法令遵守などの必要不可欠なコンプライアンスや、企業としてのリスクマネジ

メントの有無などが、このようなマネジメントの基盤として位置づけられる（⑤）。 

 

図表１ 
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こうした、健康経営を実践するための「健康投資（＝具体的な取組及びその集合）」

は、実際には企業毎に多種多様であると考えられる。このため、企業としての健康投資

が外部から正しく認識・理解されるためには、一定のルールの下で、個々の取組がその

理念等と実践状況との対応関係も踏まえ、多様な関係者の連携状況なども含め、体系的

に整理されて発信されることが不可欠であると考えられる。 

 

（２）健康投資の効果 

従業員等の健康の保持・増進に関する取組が企業にとっての「コスト」ではなく「投

資」であるためには、それらと（将来の）「リターン」との関係性が示されることが望

まれるが、現時点ではまだ具体的なデータに基づいて、そのことが体系的・定量的に実

証されるまでには至っていない。 

しかしながら、経験的あるいは定性的には、長期的なビジョンに基づいた経営を示す

「企業理念」に立脚して、従業員という人的資本に対する投資（健康投資）を行うこと

は、従業員の健康保持・増進を通じて従業員の活力向上に繋がると考えられる。即ち、

従業員の健康保持・増進や健康投資に積極的な企業の姿勢は従業員満足度を高め、顧客

満足度の向上を後押しし、顧客からの信頼向上にもつながる。それが結果として生産性

の向上や組織の活性化をもたらし、将来的に企業の業績向上や企業価値向上につながる

という考え方である。 

こうした健康投資による従業員の健康保持・増進は、企業レベルの取組をさらに広く

社会に普及させていくことによって、国民のＱＯＬ（生活の質）の向上や疾病の重症化

予防による医療費の抑制など、社会全体の課題解決に資するものになると考えられる。

（図表２） 

 

図表２ 
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①従業員の生産性向上 

健康投資が従業員の生産性向上をもたらす可能性について、我が国では、メンタルヘ

ルス休職者比率が上昇した企業では、その他の企業と比較すると、売上高利益率の落ち

込みが大きいということ示した研究がある。また米国では、ジョンソン＆ジョンソング

ループが、健康リスクのある従業員への運動プログラムの提供や禁煙支援をした結果を

試算したところ、投資１ドルに対し、３ドルのリターンがあったとの調査結果が示され

ている（図表３、図表４）。これらの研究は、健康投資が企業業績や従業員の生産性向

上などにつながる可能性があることを示唆している。 

図表３ 

 

図表４ 

 



 

7 
 

②投資家からの適正な評価の獲得 

企業の株価の変動は、市場を通じた投資家の評価を反映しているとも考えられ、基本

的には、企業の収益性（短期的なものと中長期的なものが混在する）に重点が置かれて

判断される。しかしながら、最近では、「健康投資に積極的な企業の株価は相対的には

高い値を示している」という分析も行われている。具体的には、厚生労働省「健康寿命

を伸ばそうアワード」の受賞企業、日本政策投資銀行「健康経営格付」の融資先企業に

おける東証一部上場企業のインデックスの５．５年間の推移をＴＯＰＩＸと比較すると、

前者の方が高い値で推移していることがわかる（図表５）。  

また、米国においても、企業による職場における健康と安全性に対するアプローチが

評価されている、具体的には、米国において最も健康な企業として賞を受賞した企業へ

投資をした際の１５年間のパフォーマンスは、Ｓ＆Ｐ５００株価平均へ投資をした際の

ものと比べて高い値で推移をするという研究が存在する（図表６）。 

今後のさらなる分析が必要ではあるが、これらの事例からは、健康投資を行うことと

企業の株価向上との間に相関関係にあることが示唆されている。 

図表５ 
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図表６ 

 

③その他の効果（優秀な人材の獲得・定着） 

健康投資に積極的な企業は、その対外的な広報の仕方にもよるが、一般的には従業員

を大切にする企業として外部から認識されやすい。こうした企業は、優秀な人材の獲得

や定着に有利であるとするなら、それは必ずしも市場（投資家）からの判断によらない、

「新たな企業価値」を創出しているとも考えられる。 

経済産業省が行ったヒアリングにおいても、いくつかの企業や一部の投資家から、健

康経営が人材マネジメントの観点から効果的であるとのコメントもあった。 
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２．企業が健康経営・健康投資に関する情報を開示する意義 

１．の整理からは、企業が健康経営・健康投資を行うことの意義については社会的に

一定の評価とそれを推奨するコンセンサスが得られやすいと思われる。しかしながら、

投資に対するリターン（効果）としての検証がまだ十分には行われていない状況では、

個々の企業としては、それを「投資」として位置づける社内的なコンセンサスを得にく

いことが危惧される。このため、本報告書では、企業が健康経営・健康投資を実践し、

かつ、それを情報発信（開示）することの効果と意義を整理し、これを、今後の運動の

方針として位置づけることを提起（提案）する。 

例えば、企業が情報開示を行う意義には、（１）従業員のモチベーションの向上など

による企業内での取組促進・定着、（２）顧客、地域社会、従業員などに対して持続的

な事業を約束することによる社会からの評価、（３）中長期的な企業価値の向上が図れ

ることによる投資家からの評価、という３つの点を挙げることができる。（図表７） 

図表７ 

 

 

 

（１）従業員のモチベーションの向上等による自社内の取組促進・定着 

健康経営・健康投資に関する情報を対外的に開示することは、自社内にもそれらの取

組内容を知らしめることにつながる。これまでの健康投資に関する取組は、社内におい

て関係各部署がそれぞれに取り組んでおり、お互いの連携が図れていないとの指摘もあ

る。 

そのような中、自社の健康経営・健康投資に関する取組を可視化して対外的に情報開

示することは、これまでは各部署で行っていた取組を全社的に整理する機会となり、取

組促進の足がかりとすることができる。また、対外的に情報発信することにより、企業

経営層への報告の機会が得られ、結果として、経営課題としての認識も向上することが

想定される。 

加えて、自社の取組をまとめた資料は社内でも閲覧されることが想定され、従業員が
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自社の健康投資の姿勢や取組を認識する機会も増えるものと考えられる。こうした情報

に触れることによって、さらなる取組に対する従業員のモチベーションも向上し、取組

が定着・活性化していくことも期待される。また、社外からの高評価は、即ち経営層に

対する評価でもあることから、経営層もこれらの取組とその情報開示を重視するように

なる。 

このように、情報開示は、自社内における健康経営・健康投資に関する取組を、従業

員や管理部門、さらには経営層に至るまで、促進・定着させていくように実施していく

ことが重要である。 

 

（２）顧客・地域社会からの評価の獲得 

健康経営・健康投資に関する情報開示は、自社内の関係者のモチベーション向上だけ

でなく、顧客や地域社会からの評価獲得にもつながると考えられる。 

昨今、企業によって提供されるサービスや商品に対する顧客の健康志向が高まりつつ

あり、特に、顧客に「健康」という価値を訴求・提供している企業にとっては、自社が

健康経営・健康投資を実施していることは企業ブランド向上に直結する。このような企

業にとって、顧客との接点である従業員が健康であることは不可欠な要素であり、仮に、

不衛生な環境下で不健康な従業員によりサービスや商品が提供されていると認識され

ると、それらが市場や地域社会から排除されるリスクを有していると考える必要がある。 

 

（３）投資家からの適正な評価の獲得 

健康経営・健康投資に関する情報は、投資家から適正な企業評価が得られるように開

示されることが重要である。そのためには、投資家が今後、健康投資を進める企業につ

いてどのような判断を行うかを経営者が的確に認識することが重要となる。 

機関投資家等による最近および今後の投資に関する判断材料としては、企業から発信

される、環境（Ｅ：Environment）、社会（Ｓ:Social）、ガバナンス（Ｇ:Governance）

といった「非財務情報」を重視する国際的な潮流がある。１９２０年代に生まれた社会

的責任投資の考え方が発展し、現在は、長期的な企業の将来価値や株価を判断するＥＳ

Ｇ投資という投資方法が拡大している。 

米国のサブプライム・ローン問題に端を発する世界金融危機は、投資家や企業の短期

志向化が要因であるとの反省があり、２００６年に発表された「国連責任投資原則」を

契機に、ＥＳＧを重視した投資が世界的にさらに本格化した。この「国連責任投資原則」

では投資の意思決定プロセスや株式の保有方針の決定にＥＳＧ課題を反映させるべき

と提唱され、投資家は投資対象のＥＳＧ課題について適切な開示を求めることとされた。

年金をはじめとした機関投資家がこれに署名し、特にヨーロッパにおいては機関投資家

の運用資産に占めるＥＳＧ投資の比率が３１．１％に上っている。（図表８） 

我が国においてもこうしたＥＳＧ投資や非財務情報の重要性が高まってくることが

予想され、２０１４年には、金融庁有識者検討会により「『責任ある機関投資家』の諸

原則《日本版スチュワードシップ・コード》」が策定された。このなかで、機関投資家
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は顧客や受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を有し、「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。」とされている。日本版スチュワードシップ・コード受入れを表

明した機関は１７５機関に上る。（図表９） 

健康経営・健康投資は、従業員という企業にとって重要なステイク・ホルダーへの投

資であり、これらの関する情報は、ＥＳＧ情報のＳ（社会）やＧ(ガバナンス)情報の一

つに位置づけられる。また、中長期的な観点からは、企業の人的資本である従業員の生

産性向上を促す健康投資の重要性は、生産年齢人口が減少する我が国においてますます

大きくなると考えられる。そのため、健康投資の取組は、ＥＳＧを重視する投資家にと

って、企業が社会との関係をどのように視野に入れているかについての重要な判断要素

ともなる 
図表８ 

 

  

図表９ 
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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、株主等のステイク・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） 
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３．企業の情報開示の現状と望まれる開示の在り方 

 
（１）情報開示の媒体と記載の現状 

企業が自らの健康経営・健康投資に関する情報を開示する場合、義務ではなく企業が

株主等へその業績や活動内容を報告・アピールする媒体（例えば「アニュアルレポート」

や「統合報告書」）、第三者が策定したガイドラインに基づき企業が自らの判断で任意に

用いる媒体（例えば「ＣＳＲ報告書」）、情報開示が一律的に義務として課される媒体（例

えば「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」）などを活用することが考えられる。 

現状では、健康経営・健康投資に関する取組は、これらのいずれの媒体においても「安

全衛生活動（あるいはその一部）」として情報開示されていることが多く、健康投資の

全体像を積極的に情報開示している企業は少ないものの、先進的な企業は各種報告書で

の開示に取り組み始めている。（図表１０） 

また、投資家や市場関係者等からは、今後の企業による積極的な健康投資とその取組

の開示に期待が寄せられている。 

 

図表１０ 

 

（２）各開示媒体における関連項目と記載の例 

  以下に代表的な開示媒体毎の構成と記載項目を概観する。 

 

①アニュアルレポート 

アニュアルレポートは、主には投資家向けの財務情報などが記載される。但し、記

載様式は企業によって柔軟であり、例えば、「健康経営」を、財務情報としてではな

くＥＳＧに関する非財務情報としての経営課題として記載している事例がある（図表

１１―①、②）。 
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図表１１―① 

 

図表１１―② 

 

②統合報告書 

統合報告書は、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。アニュアルレポートの記載内容を充実させることで統合報告書を策

定している事例もあり、その際、企業価値を構成する 6つの資本の一つとして「人的資

本」を位置づけ、それに対する「非財務的情報」を「健康投資」として整理することも

できる（図表１２―①、②）。 
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図表１２－① 

 

図表１２－② 

 

 

③ＣＳＲ報告書 

ＣＳＲ報告書は、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

が記載される。これまでは、特に環境対策に関する社会的関心の高さに対する企業の積

極的な情報開示の媒体として普及が進んできた側面が強いが、健康経営・健康投資の情

報開示媒体としても活用が期待できる。 

開示の内容は非財務情報が中心であるが、ＣＳＲ報告書を公開する上場企業の７６．

３％が自社の安全衛生に関する活動を公開しており、現状ではこのＣＳＲ報告書による

開示が最も進んでいるということができる。（図表１３―①、②）。 
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図表１３―① 

 

図表１３―② 

 

 

④コーポレート・ガバナンスに関する報告書 

コーポレート・ガバナンスに関する報告書は、東京証券取引所が、企業に対し、ガバ

ナンス体制、利害関係者（ステイク・ホルダー）への施策等に関する情報を、一定の開

示ルールに従って開示することを求めている。 

上場企業全体の約 3%の企業が健康づくり、安全衛生に関する記載をしているものの、

健康投資に関する記載は少ない。 

（図表１４―①、②）。 
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図表１４―① 

 

図表１４―② 
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（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 

企業の健康経営や健康投資の実施状況が外部から正しく認識・理解されるためには、

必要な情報が適切な媒体において効果的に開示されることが望まれる。その際、個々の

企業の健康経営・健康投資に関する取組が多種多様であり、かつ、それぞれがまだ緒に

就いたばかりの状況では、基本的には、今後これらの取組をできるだけ活発化させるた

めに情報開示を進めていく必要がある。 

そのためには、開示手段の多様性を確保しつつ、それらの中から有効性が高いものを

開示の主体である企業が戦略的に選択することが重要であり、健康投資の取組を表現す

る企業の裁量を確保した上で、国としても、効果的な開示のためのフレームワークを示

していくことが重要である。 

情報開示のあり方としては、財務情報と非財務情報が統合して記載される「アニュア

ルレポート」や「統合報告書」において、自社の取組の全体像を示していくことが重要

である。具体的には、健康経営を「人的資本」への投資であることを明確に位置づけ、

そのための組織体制の構築、関連する施策の実施やその評価などを、企業の価値創造の

ための「非財務情報」として、わかりやすく記載することが有効である。また、それら

の取組については可能な範囲で「財務情報」との関係性を示し、「投資」としての効果

を有するものであることを訴求していく必要がある。 

同時に、人的資本への投資として、健康経営・健康投資の取組を、企業理念に基づき

ストーリー性を持って表現することで、健康経営・健康投資が外部からも理解がされや

すいものとなる。例えば、上場企業の約 40％が既に作成をしているＣＳＲ報告書を活

用し、健康経営・健康投資の具体的な取組の開示を進めることも効果的である。 

最後に、こうした情報の一覧性を高めていく手法としては、「日本再興戦略」にも記

載されたような、コーポレート・ガバナンスに関する報告書やＣＳＲ報告書等において、

「従業員等の健康管理や疾病予防等に関する取組」等を統一的なフォーマットで開示し

ていくことも有効である。 

今後、個々の企業における健康経営・健康投資に関する情報開示が進み、企業や投資

家の理解度が深まった段階で、将来的には記載要領等の改訂の可能性も含め、それぞれ

の開示の媒体での記載のあり方について検討を進めることも重要である。 

なお、自社の健康経営の取組の詳細に関しては、様々なステイク・ホルダーからのア

クセスが容易可能な企業のＷＥＢページにおいて、視覚的にも訴える形で示すことで理

解が深まるものであり、積極的な情報発信が求められる（図表１５）。 
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図表１５ 

 

 

【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） 

・健康づくりの取組等が企業の成長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・ガバナンスに関する

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進みにくいため、企業とし

ての従業員の健康投資について開示媒体での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・ガバナンスに関する報告書の記

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

ナンスに関する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） 
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＜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。 
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４．今後関係者で進めるべき取組について 

健康経営・健康投資の推進のためには、企業においてそれらの様々な取組に関する情

報の開示を進めていくことに加えて、今後とも、関係者において以下の取組を促進して

いくことが重要であると考える。 

 

 （１）健康経営・健康投資の概念普及のための取組 

   我が国の企業経営において健康経営・健康投資の概念を普及させていくためには、次

世代ヘルスケア産業協議会を核とした国レベルでの政策推進を引き続き進めるととも

に、企業経営者、医療保険者、経済団体、市場関係者、マスメディア、行政等が協力し

て、国民的運動論として取り組んでいくことが不可欠である。そのためには、健康経営

に先駆的に取り組む企業を社会的に評価していく仕組みを構築していくことが重要で

あり、資本市場や労働市場等との協働がカギとなってくる。  

本年 3月には、経済産業省と東京証券取引所が共同して「健康経営銘柄」の選定を行

うこととしており、こうした取組を継続的に実施することによって、健康経営・健康投

資の概念の普及が図れるとともに、企業による健康投資に係る情報開示が進むことも期

待される。 

また、上場企業や大企業にとどまらない取組を進めていくことも重要であり、中小企

業団体や協会けんぽ等の医療保険者とも協力して、中小企業での健康経営の浸透に向け

た取組を加速化していく。 

 

 （２）企業内の取組促進に向けた推進役の設置促進 

企業内において、投資家等に対する健康投資の情報開示を進めていくためにも、企業

内の健康投資の全体像を把握し、社内外に情報発信を行う経営層（例えば、最高健康責

任者（ＣＨＯ：Chief Health Officer）など）の存在が重要である。これを実現するた

めには、健康投資の取組が経営層に共有され、企業内の各部署を横断して全体最適を図

っていくための推進体制が重要であり、企業において、企業内の健康投資の全体像を把

握し、社内外に情報発信を行う経営層の設置促進も含め、経営層から市場等に対して自

社の健康投資の取組が発信されることが期待される。 

経済産業省としては、健康経営の経営層での推進体制の構築についても、今後の「健

康経営銘柄」の選定の際の審査基準の一要素として検討する。 

 

（３）企業による健康経営・健康投資に係る情報開示の促進 

本検討会において、企業の健康経営・健康投資に係る情報開示の促進に関して基本的

な方向性を取りまとめた。他方、どのような情報をどのような形で開示すべきかについ

ては、引き続き、投資家及び企業の双方にとって効果的・効率的なものが求められてい

る。 

そのため、経済産業省として、企業による健康投資の取組の自主的な情報発信を促進
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する枠組みを検討する。こうした情報発信を行うためにも、ステイク・ホルダーからも

取組内容が定性及び定量的に把握出来るような、「企業による健康投資の情報開示に関

するガイダンス」（仮称）」を来年度中に策定するとともに、こうしたガイダンスに基づ

いた企業の情報開示に関しては、今後の「健康経営銘柄」の選定においても審査基準の

一要素として検討する。 
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