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免責事項
本文書は、経済産業省と当法人との間で平成２９年８月４日に締結した「平成２９年度産業経済研
究委託事業（持続的な価値創造に向けた経営・投資の在り方に関する調査研究）に関する委託契
約書」に基づき作成されたものです。本報告書の内容は、受託期間において、実施した作業を通
じて入手した情報、仕様書、および貴省の指示に基づいてのみ作成されています。当法人は、貴
省以外の第三者に本報告書が開示された場合、または貴省以外の第三者が本報告書を利用した
場合、何ら責任を負いません。本報告書は一般に公正妥当と認められる監査の基準や証明業務
の基準に従って監査、レビュー、証明、その他の保証をしたものではありません。
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1．はじめに
「第四次産業革命」と言われる国際的な競争環境の変化や国内人口の急速な減少に直面する
中、日本経済を持続的な成長軌道に乗せていくためには、その主役となる企業がイノベーション等
により「稼ぐ力」を高め、人材投資や研究開発投資を始めとする長期的・戦略的な投資を行うことで
持続的に価値を創造することが必要とされている。
このような背景において、日本政府は「日本再興戦略」のもと、制度的な枠組みとして、スチュワ
ードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードを策定し、企業と機関投資家による建設的な対
話の促進を行ってきた。さらに、平成２９年６月閣議決定の成長戦略（未来投資戦略２０１７）におい
ても、「稼ぐ力」の強化として、企業と投資家の建設的な対話の促進、コーポレートガバナンス改革
を形式的なものから実質的なものとすることによる経営システムの強化等が課題として掲げられて
いる。
平成２８年８月に産業資金課は「持続的成長に向けた長期投資（ＥＳＧ・無形資産投資）研究会」
（以下、「長期投資研究会」）を設置し、持続的な企業価値を生み出す企業経営・投資判断の在り
方や、それを投資家が評価する方法について総合的に検討し、求められる環境整備や政策課題
等に関して一定の結論を得るための検討を開始した。さらに、長期投資研究会からの提案を受け、
傘下にワーキング・グループを設置し、「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス－ＥＳＧ・
非財務情報と無形資産投資－（価値協創ガイダンス）」（以下、本報告書において「ガイダンス」とす
る）を策定するための作業を実施し、平成２９年５月２９日にガイダンスを公表している。
この流れを受け、本調査研究では、ガイダンスの浸透及び改善を目的とし、(1)開示・対話に係る
ベストプラクティスの作成及び各種検討、(2)ガイダンスへ必要な改定を加えるための検討を実施し
た。

２．事業の実施内容
（1）開示・対話に係るベストプラクティスの作成及び各種検討
①「統合報告・ESG 対話フォーラム」の運営他


開示・対話に係るベストプラクティスを検討する場として、平成２９年１２月に「統合報告・ESG
対話フォーラム（以下、フォーラム）」を立上げ、本委託調査期間中に、計５回の会合を実施し
た。本フォーラムに際しては、昨年度の長期投資研究会をふまえ、モデレーターおよび委員
の候補やアジェンダ案の提案、フォーラムへ提出する事務局資料の作成およびそれに伴
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う調査、ならびにフォーラムの運営の支援を実施した。


また、当フォーラムの特別セッションを実施するとともに、分科会として設立された「アクティブ・
ファンドマネージャー分科会（以下、分科会）」の運営を一部実施した。

実施要領
第１回フォーラム
平成２９年１２月１８日（月）
第２回フォーラム
平成３０年１月２２日（月）
第３回フォーラム
平成３０年２月９日（金）
第４回フォーラム
平成３０年２月１９日（月）
第５回フォーラム
平成３０年３月９日（金）
特別セッション
平成３０年２月１９日（月）
分科会キックオフ
平成３０年２月８日（木）
第１回分科会
平成３０年２月２７日（火）
第２回分科会
平成３０年３月１３日（火）
（注記）参加者は代理を含む

9:00～11:00
10:00～12:00
13:30～16:00
10:00～12:30
15:00～17:30
9:00～9:45
10:00～11:00
13:30～15:30
13:30～15:30

参加者：計２２人
参加者：計２３人
参加者：計２０人
参加者：計２１人
参加者：計１８人
参加者：計１７人
参加者：計１２人
参加者：計９人
参加者：計９人

フォーラム参加者 ※平成３０年３月時点
モデレーター
伊藤 邦雄
一橋大学大学院商学研究科 特任教授
参加者

安藤 聡

オムロン株式会社 取締役

井口 譲二

ニッセイアセットマネジメント株式会社 株式運用部担当部長、
チーフ・コーポレート・ガバナンス・オフィサー
花王株式会社 常務執行役員 経営サポート部門統括

上山 茂
江良 明嗣

久保 雅晴

ブラックロック・ジャパン株式会社 ディレクター
運用部門 インベストメント・スチュワードシップ部長
ガバナンス・フォー・オーナーズ・ジャパン株式会社
代表取締役
JXTG ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
経営企画部・事業企画部・IT 戦略部管掌
株式会社丸井グループ 取締役 上席執行役員
IR 部長、経営企画・ESG 推進担当
三井化学株式会社 代表取締役 副社長執行役員

許斐 潤

野村證券株式会社 金融経済研究所長 経営役

佐藤 淑子

一般社団法人日本 IR 協議会 専務理事

三瓶 裕喜

フィデリティ投信株式会社 ヘッド オブ エンゲージメント

銭谷 美幸

第一生命保険株式会社 責任投資推進室長

寺沢 徹

アセットマネジメント One 株式会社 運用本部 責任投資部長

戸出 巌

三菱商事株式会社 取締役 常務執行役員コーポレート担当役員
（事業投資総括、サステナビリティ推進）

小口 俊朗
小野田 泰
加藤 浩嗣
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長谷川 直和

栁澤 孝旨

ダイドーグループホールディングス株式会社
執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 資産運用部 ESG 推進室
チーフアナリスト兼チーフファンドマネージャー
東レ株式会社 取締役 CSR 全般統括 IR 室・広報室・宣伝室統括
総務・法務部門長 東京事業場長
レオス・キャピタルワークス株式会社 代表取締役社長
最高投資責任者
三井住友信託銀行株式会社 スチュワードシップ推進部長
チーフ・スチュワードシップ・オフィサー
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
チーフリサーチアドバイザー
株式会社スタートトゥデイ 取締役副社長兼 CFO

湯浅 隆行

東京海上ホールディングス株式会社 常務取締役 グループ CFO

横田 乃里也

キリンホールディングス株式会社 常務執行役員
グループ経営戦略担当ディレクター

兵庫 真一郎
平林 秀樹
藤野 英人
堀井 浩之
松島 憲之

オブザーバー
環境省、金融庁、一般財団法人 企業活力研究所、企業年金連合会、
株式会社 東京証券取引所、日本公認会計士協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、
一般社団法人 Japan Innovation Network
主な論点
本フォーラムで議論された点は以下の通り
第１回フォーラム
 企業にとっての価値協創ガイダンスの活用のあり方
 投資家・アナリストにとっての価値協創ガイダンスの活用のあり方
 第２回以降で議論すべき事項、最終的な成果物イメージ
 価値協創ガイダンスの普及・活用促進に向けた方策
第２回フォーラム
 企業における統合的開示（統合報告書等）の活用事例
・規模、業種特性に応じた評価の視点
・開示において企業が重視すべきポイント
・ビジネスモデル、リスク情報の開示のあり方
 企業評価・分析における統合的開示（統合報告書等）の活用事例
・規模、業種特性に応じた評価の視点
・開示・対話において投資家が重視すべきポイント
・海外投資家の評価の視点

6

第３回フォーラム
 企業と投資家における統合的開示（統合報告書等）の活用
・規模、業種特性、企業の成長段階に応じた違い
・CSV・SDGs 等の経営戦略への組み込みと開示・対話
・成果及び KPI の開示・対話
 環境変化を踏まえたセルサイド・アナリストの将来像、育成のあり方
第４回フォーラム
 企業と投資家における統合的開示（統合報告書等）の活用
・業種特性に応じた違い
・ビジネスモデルに関連した ESG の重要課題の特定、開示・対話
 パッシブ運用における価値協創ガイダンスの活用
第５回フォーラム
 企業と投資家における統合的開示（統合報告書等）の活用
・業種特性に応じた違い
・経営資源・資本配分戦略（事業ポートフォリオマネジメント等）に関する考え方、開
示・対話
 投資家における自社の分析フレームワークと価値協創ガイダンスの関係、価値協創ガイダ
ンスの活用
 次回以降に向けたアウトプット、今後のアクションプランについて

②「開示まとめ資料」の作成支援


前述した「統合報告・ESG 対話フォーラム」での企業側委員によるプレゼンテーション、および
フォーラムとしての最終的なアウトプットとなるプラクティス集とすることを想定し、各社の統合
的開示をガイダンスの各項目に当てはめた「開示まとめ資料」の作成を支援した。具体的には、
各社からの文書における回答を基にしたパワーポイントへの落とし込み、コメントの追加、およ
び質問対応等である。

結果概要
作成された「開示まとめ資料」は以下の通り。（フォーラムでのプレゼンテーション順）
ダイドーグループホールディングス（第２回）（別紙資料 5-①）
丸井グループ（第２回）（別紙資料 5-②）
スタートトゥデイ（第３回）（別紙資料 5-③）
キリンホールディングス（第３回）（別紙資料 5-④）
JXTG ホールディングス（第４回）（別紙資料 5-⑤）
三井化学（第４回）（別紙資料 5-⑥）
オムロン（第４回）（別紙資料 5-⑦）
東レ（第５回）（別紙資料 5-⑧）
三菱商事（第５回）（別紙資料 5-⑨）
花王（第５回）別紙資料 5-⑩）
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③評価機関の設置に係る検討


継続的にベストプラクティスを選定し、投資家と企業との間の建設的な場を設けることの必要
性を検討する際に、参考事例として、英国 FRC(Financial Reporting Council)の財務報告ラボ
に関しての調査を実施した。

結果概要
別紙資料 1 英国 FRC 財務報告ラボの概要 参照。第 1 回フォーラムにおける議論の素材として
利用した。

（2）ガイダンスへ必要な改訂を加えるための検討
①投資家、企業等へのヒアリング


投資家・アナリストや企業、その他学識経験者や資本市場関係者へのヒアリングを実施し、ガ
イダンスの効果や改善点等について分析を実施した。（内訳 投資家・アナリスト１３名、企業
６社、その他学識経験者や資本市場関係者６名）

結果概要
調査の結果、主に以下のことが明らかになった。詳細は別紙資料 2 投資家・企業ヒアリングまとめ
参照。第 3 回フォーラムにおける議論の素材として利用した
i

投資家と企業による対話の実務
・開示や対話を通じて中長期の企業価値を向上させようとする動きが企業・投資家ともに
みられる
・一方、短期志向の投資家や、対話に消極的な企業など、二極化傾向を指摘する声も聞
かれる

ii

統合的開示をめぐる実態
・統合的開示を対話に活用する動きがみられ、ポジティブな効果が聞かれる
・一方、開示実務においては部署間の違い等に起因する混乱や情報発信の難しさが課
題

iii 価値協創ガイダンスに対する評価・印象
・国内外の投資家からは、納得感がある内容として評価が高い
・一方、企業・投資家双方における形式的な活用を懸念する声も聞かれる
・企業からは開示や対話に活用しうるとの声が聞かれる
・ガイダンスの情報を定量的に示してほしいとのニーズも存在
iv 価値協創ガイダンスの普及・促進に向けた提言
・投資家は企業に対して、ガイダンスを開示そのもののためでなく経営に活用することを
期待
・投資家がより一層使いやすくなるための工夫を求める声も聞かれる
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・企業からはより一層の周知が望ましいとの声が聞かれる
・資本市場参加者からは実例の提示等を通じた正しい理解の促進が必要との声が聞か
れる

②アンケート「上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関す
る実態調査」の実施


価値協創ガイダンスの知名度、および普及のための示唆を得るとともに、その前提となる企
業とステークホルダーとの対話・コミュニケーションについて実態を調査することを趣旨として、
東証一部上場企業を対象にアンケート調査を実施した。

調査概要
対象企業 平成２９年１０月１日時点の東証第一部上場企業 ２,０２９社
回答期間 平成２９年１０月２０日より同年１１月２７日まで
回答者数 ４３５社（回答率 ２１．４％）
結果概要
別紙資料 3「上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査」
エグゼクティブ・サマリー（中間報告）、および別紙資料 4「上場企業によるステークホルダーとの
対話・コミュニケーションに関する実態調査」 集計・分析結果 データ集（中間報告） 参照。第 2
回フォーラムにおける議論の素材として利用した。

③「価値協創ガイダンス解説資料」の作成


前述した各種ヒアリングやアンケート調査、あるいはフォーラムでの議論において、ガイダン
スそのものの浸透を図る必要があると判断されたことから、「価値協創ガイダンス解説資料」を
日本語版、英語版それぞれについて作成し、500 部ずつを印刷、納品した。

結果概要
別紙資料 6 価値協創ガイダンス解説資料 日本語版、および別紙資料 7 価値協創ガイダンス解
説資料 英語版

（３）その他
本事業の進捗状況の報告や調査方針の確認等のため、委託期間中、産業資金課との間で計 13
回の打合せを実施している。
1.

平成２９年８月２２日（火）

2.

平成２９年８月３１日（木）

3.

平成２９年９月１９日（火）

4.

平成２９年１０月５日（木）

5.

平成２９年１０月２３日（月）

6.

平成２９年１１月１日（水）

7.

平成２９年１１月１６日（木）
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8.

平成２９年１２月５日（火）

9.

平成３０年１月１２日（金）

10. 平成３０年１月２６日（金）
11. 平成３０年２月１３日（火）
12. 平成３０年２月２６日（月）
13. 平成３０年３月１４日（水）
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３．終わりに


本調査研究では、開示・対話に関するベストプラクティスとは何か、という点を対象としていたも
のの、その在り様を決定するのは一朝一夕に可能となるものではない。開示・対話は、単なる
報告書の問題ではなく、多種多様な企業が存在する中で、自社の理念に始まる経営の在り方
そのものが、開示・対話という形で表出するためである。



価値協創ガイダンスは単なる開示のガイドラインではなく、ガイダンスに含まれる各項目に従
ったパーツを集めるのみでは、開示・対話のベストプラクティスにはならない。開示に至る前
に、ガイダンスに照らした上で企業内における対話を経て、自社の経営に対する共通認識を
高めることが必要である。



一方、投資家サイドにおいては、本ガイダンスの内容は投資家、アナリストが基礎として持つ
べきもの、という声が多く聞かれた。規制や技術革新が進む中で、投資家、アナリストをめぐる
外部環境は激変している。その中で、投資家、アナリストがガイダンスを用いて企業と対話す
る、あるいは投資家、アナリスト同士での対話に用いることで、企業を分析することの意義を再
発見することが可能となるものと考えられる。



企業、投資家をはじめとする金融資本市場の参加者が目途とすべきは、インベストメントチェ
ーンの最適化である。そして、その目的を達成するためには、互いの立場や考えを主張する
ための、「対話の場」が必要である。各々が自らの役割を全うすること、そして、そこから得られ
たアウトプット、アウトカムを共有するための取組を行うことが早急に求められる。
以上
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別紙資料１

英国ＦＲＣ財務報告ラボの概要

英国FRC財務報告ラボについて

１．組織概要
財務報告ラボ（The Financial Reporting Lab）は、企業報告の効果を改善するため
の調査研究を行う機関であり、英国FRCを運営母体として、2011年に設立された。
設立の背景

理念

参加者
運営資金
運営
調査・研究

金融危機の反省から、より良い対話やスチュワードシップの実現に向けた議論が
高まり、「新たな報告のあり方」に関して議論・試行する場として設置された。
財務報告ラボは企業や投資家が集い、企業報告に関連するニーズに対するソリューション
を議論する場として設置された。
 学習の場（As a Learning space）
企業は財務報告ラボにおいて、投資家と共に先進的な企業報告のあり方を試す
ことができる。投資家は付加価値に繋がる情報提供のあり方を、企業経営者に
対して示す。
 企業報告の革新の場（As a Hub to support innovation in reporting）
市場から様々なエビデンスが収集・共有され、株主等からの付加価値の高い企業
報告に関するフィードバックを企業に対して提供する。
企業 65社、投資機関 60社、個人投資家 300名超
英国FRCからの資金拠出
 独立諮問機関として、ステアリング・グループ（Steering Group）を設置
 運営メンバーは3名、バックグラウンドはいずれも会計事務所
特定のテーマを設定し、プロジェクトベースで調査・研究を行う。

注記：上記情報は2017年10月時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト（ https://www.frc.org.uk/investors/financial-reporting-lab ）、および財務報告ラボに対するヒアリング 等
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英国FRC財務報告ラボについて

２．プロジェクトの運営
財務報告ラボによるプロジェクトは以下のステップで実施される。
プロジェクトの運営
外部環境やステークホルダーの関心から『企業報告に関するニーズ』を把握
• 企業報告に影響する法改正等、外部環境を把握する。
ニーズの把握

• 企業や投資家といった様々なステークホルダーが、企業報告において、どのような課題や問題
意識を抱いているのか、調査を通じて把握する。
• これらの外部環境、およびステークホルダーの抱く課題・問題意識から、『企業報告に関する
ニーズ』を把握する。

プロジェクト化、
参加者の巻込み

成果物の
公表・情報発信

ニーズを踏まえたテーマの設定、多様なステークホルダーの巻き込み
• 上記の企業報告に関するニーズを考慮したテーマを設定し、プロジェクトを立ち上げる。
• プロジェクトの立上げに合わせて、ウェブサイトにおける広告やメールマガジンを用いて公募
（Call for Public）を行い、様々なステークホルダーの参加を募る。
• 企業や投資家等の企業報告に関連するステークホルダーが参加する形で調査・研究を行う。
参加者からのインプットの活用した成果物、情報発信
• 調査・研究結果に加え、参加者から提供される“生の声“や“実例“を含む形で成果物を
まとめる。
• まとめられた成果物について、ウェブサイトにおける公表、関連動画の投稿、英国FRCの
メールマガジン、プロジェクト参加者自身による発信等を通じて、広く情報発信する。

注記：日本語は仮訳となる。上記情報は2017年10月時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト
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英国FRC財務報告ラボについて

３．プロジェクトの運営（ビジネスモデル・レポーティングのケース）
2015年から翌2016年にかけて、財務報告ラボにより「ビジネスモデル・レポーティング」の
プロジェクトが行われた。同プロジェクトは以下の流れで実施された。
プロジェクトの運営（ビジネスモデル・レポーティングのケース）

ニーズの把握

プロジェクト化、
参加者の巻込み

成果物の
公表・情報発信

• 2013年、英国会社法の改正により、ビジネスモデルに関する記述を含む“戦略報告書(Strategic
Report)”の作成と公開が義務化。翌2014年、英国FRCは、戦略報告書ガイダンス（Guidance
on the Strategic Report）を公表。
• ガイダンス公表後も、企業から財務報告ラボに対して、『ビジネスモデルの開示』について、どのような情報
を投資家は求めており、その情報はどのように利用されているのか、という問い合わせが相次ぐ。
• 2014年に、財務報告ラボは企業や投資家を含む多様なステークホルダーに対して、企業報告のどの
領域において改善が必要かについて、オンライン調査を実施した。
• その結果、『ビジネスモデルの開示のあり⽅』等について、関心・問題意識が⾼まっていることを把握した。
• 2015年夏に、財務報告ラボは『ビジネスモデルの開示のあり方』に焦点を当てたビジネスモデル・
レポーティングに関する調査・研究を行うプロジェクトを立ち上げることを公表した。
• 公表に合わせ、公募（Call for Public）により参加者を募り、多くのステークホルダーを巻き込んだ。

企業： 19社（FTSE 100企業～新興市場であるAIM上場企業まで多様な企業）
投資家：38名（バイ/セル サイドのアナリスト、ファンド・マネージャー、債券投資家、格付機関、個人投資家等を含む）

• 2016年10月、ビジネスモデルレポーティングのあり方について、“参加者による生の声“や“実例“を
数多く引用する形で、「ビジネスモデル・レポーティングに関する報告書」が成果物として公表される。
• 成果物について、ウェブサイトにおける公表、関連動画の投稿、英国FRCのメールマガジン、プロジェクト
参加者自身による発信等の様々な⽅法を通じて、広く情報発信される。

注記：日本語は仮訳となる。上記情報は2017年10月時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト
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英国FRC財務報告ラボについて

４．独立諮問機関（ステアリング・グループ）
ステアリング・グループとして、以下が掲げられている。企業、投資家、市場関係者のみならず、
規制監督官庁や大手会計事務所等からもメンバーが参加している。
英国FRC財務報告ラボ ステアリング・グループ メンバー
#. 氏名

組織・役職

1.

Stephen Haddrill Chief Executive Officer - Financial Reporting Council

FRC

2.

Mike Ashley

Non-executive Director - Barclays PLC

企業（コーポレート）

3.

Hussein Barma

Principal - Barma Advisory

企業（コーポレート）

4.

David Barnes

Managing Partner Public Policy – Deloitte

専門サービス

5.

Anthony Carey

Partner – Mazars, Member of Executive - The Quoted Companies Alliance

企業（コーポレート）

6.

未定

Dept. for Business, Energy & Industrial Strategy

政府

7.

Michael Izza

Chief Executive Officer – Institute of Chartered Accountants in England & Wales 専門職団体

8.

Sallie Pilot

Director of Research and Strategy - Black Sun

制作会社

9.

Alison Thomas

Consultant

投資家

10. Charles Tilley

Executive Chairman - CGMA Research Foundation

専門職団体

11. Eric Tracey

Consultant Partner - GO Investment Partners

投資家

12. Alan Trotter

Chief Financial Officer - Invesco Perpetual

投資家

13. Andrew Tusa

Managing Director, Co-Head of UK Corporate Broking – Deutsche Bank

コーポレートブローカー

14. William Underhill Partner – Slaughter & May,
Chairman - City of London Law Society Company Law Committee

法務アドバイザー

15. Ken Williamson

専門サービス

Partner, Corporate Governance - Ernst & Young

注記：日本語は仮訳となる。上記情報は2017年10月時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト
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英国FRC財務報告ラボについて

５．英国FRC財務報告ラボの主なプロジェクト [1/2]
ビジネスモデルレポーティングに関する調査研究の後続として、リスク・バイアビリティに関する
レポーティング (Risk & Viability reporting)に関する調査研究が行なわれた。
リスク・バイアビリティに関するレポーティング
 英国FRC財務報告ラボの企業報告に関する調査により、ビジネスモデル、主要なリスク（Principal
Risk）、及びバイアビリティ（Viability）、これら３つの領域の開示のあり方について関心や問題意識が
高まっていることが分かった。2016年10月、先ず、「ビジネスモデル」の開示のあり方について焦点を当てた調
査研究がなされ、その報告書が公表された。
 2017年5月から、残る２つの領域である「主要なリスク」及び「バイアビリティ」についての調査研究が開始
され、同年11月に「リスク及びバイアビリティに関する報告書」が成果物として公表された。

← 投資家から必要とする、リスクに関する企業固有の情報

注記：日本語は仮訳となる。上記情報は2017年11月時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト

6

英国FRC財務報告ラボについて

５．英国FRC財務報告ラボの主なプロジェクト [2/2]
デジタル技術の活用促進に向け、デジタル・フューチャープロジェクト (Digital Future）
として、将来期待されるデジタルレポーティングのあり⽅に関する調査研究が行われている。
デジタルレポーティングの普及に向けた調査研究

発展が
 発展が進むデジタル技術を財務報告により活用していくため、そのあり方を検討する目的で2017年５月に
デジタルレポーティングに関する調査研究（第１フェイズ）が行われた。その結果として、将来期待されるデ
ジタルレポーティングの効果・利点（Characteristic）を整理した報告書が公開された。
 第２フェイズとして、その効果・利点を実現するために、どのような技術が存在するのかを、専門家を招請した
形でのワークショップやラウンドテーブルを通じて特定していくことが期待されている。

↑ 今後のマイルストーンとスケジュール

← 将来的なデジタルレポーティングに
期待される１２の効果・利点（Characteristics）
注記：日本語は仮訳となる。上記情報は2017年10月時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト
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英国FRC財務報告ラボについて

６．英国FRC財務報告ラボによる情報発信
英国FRC財務報告ラボは不定期に、財務報告、コーポレートガバナンス、また、特定のテーマ
に焦点をあてた調査研究やケーススタディに関する報告書・レポートを公開している。
最近の報告書・レポートの例
プロジェクト・レポート
特定のプロジェクトに関する調査
研究の結果を報告書として整理
した※ビジネスモデルレポーティング
のプロジェクトの例

ケーススタディー・レポート
企業が情報開示において直面する
課題、その課題への対応事例グッド
プラクティス等をケーススタディーとして
整理した
※WM Morrison Supermarkets
PLCの例

注記：日本語は仮訳となる。上記情報は2017年10月時点の情報である。
出所：英国FRC財務報告ラボ公式サイト

デジタルメディアとレポーティング
CRUF（企業報告利用者のためのフォーラム）と協働で、投資家の視
点を織り込んだデジタルメディア・レポーティングのポイントを整理した
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別紙資料２

投資家・企業ヒアリング まとめ

投資家・企業ヒアリング実施概要

投資家に対する
ヒアリング内容

企業に対する
ヒアリング内容

 投資家による企業の評価・企業と投資家との対話の実務と課題
 「価値協創ガイダンス」に対する内容⾯のフィードバック、および普及のための⽅
策

 企業による投資家との対話の実務と課題
 「価値協創ガイダンス」に対する内容⾯のフィードバック、および普及のための⽅
策
 投資家 13名（国内、海外含む）

対象者

 企業 6社（「上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調
査」回答企業より選定）
 学識経験者、資本市場関係者 6名

実施期間

平成29年11⽉〜平成30年1⽉

1

投資家・企業ヒアリングまとめ
１．投資家と企業による対話の実務
 開⽰や対話を通じて中⻑期の企業価値を向上させようとする動きが企業・投資家ともにみられる
 ⼀⽅、短期志向の投資家や、対話に消極的な企業など、⼆極化傾向を指摘する声も聞かれる
 対話に協⼒的である企業に対しては、過度に保守的な格付けとする必要がなく、資本コストの圧縮につながる。（国
内投資家・格付機関）

投資家の視点

 良いビジネスモデルの会社であっても、開⽰が不⼗分であるために価値を下げている会社も残念ながら存在する。
（国内投資家・格付機関）
 近年、企業と投資家の距離は縮まった⼀⽅、経営の⽅針は共有されてない。ショートターミズムが過ぎる投資家が
いることで「株主全てを信⽤できない」となってしまう経営者の話もある。（国内投資家・ファンドマネージャー）
 最近、投資家との対話において中⻑期的な視野からの質問が多く、IR部⾨だけでは対応ができなくなってきている。
価値協創ガイダンスの視点を有している投資家が徐々に増えていると感じている。（化学）

企業の視点

 財務数値に偏重したメッセージを過去に発したことで、短期志向の投資家を引き寄せた、という反省がある。対話を通
じて、企業側も質のいい投資家を選べるはずであり、そうすることで⾃社の経営に対して良いフィードバックを得られる。
（⾷品 その１）
 ポテンシャルが⾼い投資家を峻別して経営者に会わせている。そのような投資家は、研究開発や開発投資といった成
⻑に資するアクションについて⽰唆を提供してくれる。（電機 その１）
 当社に対して理解がある投資家を峻別し、優先度に応じてティア（階層）に分け、それぞれ異なる対応をしている。
短期志向の投資家は敬遠してしまう。（電機 その２）

その他資本市場
参加者の視点

 企業⾃⾝が問題意識をもって能動的に「投資家から得られるものを探す」姿勢が⾒受けられない。投資家全てがアク
ティビストであるかのように警戒している企業もいる。（制作会社）
 建設的な対話をしている企業と、そうでない企業との間で⼆極化が進んでいる。（制作会社）
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投資家・企業ヒアリングまとめ
２．統合的開⽰をめぐる実態
 統合的開⽰を対話に活⽤する動きがみられ、ポジティブな効果が聞かれる
 ⼀⽅、開⽰実務においては部署間の違い等に起因する混乱や情報発信の難しさが課題

投資家の視点

 企業からの情報源としては、有報、決算説明会、統合報告書がメインであり、加えて年に1度は役員クラスに直接ヒア
リングし情報を得ている。（国内投資家・格付機関）
 ⾮財務情報については、情報源は有価証券報告書よりもアニュアルレポートが中⼼である。（国内投資家・リサー
チャー）

 統合報告書にどのようなメッセージを盛り込むかを決めるのに、苦労している。コアのステークホルダーは投資家と位置付
けてはいるものの、投資家以外の、全ステークホルダーに伝わるにはどうすれば良いかを⻑い時間をかけて検討して
いる。（⾷品 その２）

企業の視点

 統合報告書は、従業員に統合的な思考を浸透させるのに有益であり、従業員のモチベーション
維持に活⽤できると考える。（化学）
 当社のビジョンに向けたストーリーを語ることができていない。要因としては、諸施策ごとに取り組む部署がそれぞれバ
ラバラなため、⾃社の取り組みがどのように成⻑につながっていくのかを表現することができていないことにある。（化
学）
 内部で開⽰・対話に対する協⼒的な姿勢が構築されていない。「ＩＲは開⽰ありきで情報を出したがる、そこまで躍
起にならないでもいい」という声もあり、内部的には阻害要因になっている。（電機）

その他資本市場
参加者の視点

 統合報告が広まりを⾒せるとともに、社内における理解や意⾒が⼀致していないまま統合報告書が公開されるケース
が散⾒されるようになった。開⽰に関する意思決定を誰が⾏っているのかわからないまま公開されており、オリジナリティも
なく、投資判断に使いにくいものとなっている。（制作会社）
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投資家・企業ヒアリングまとめ
３．価値協創ガイダンスに対する評価・印象
 国内外の投資家からは、納得感がある内容として評価が⾼い
 ⼀⽅、企業・投資家双⽅における形式的な活⽤を懸念する声も聞かれる
 世界のベストプラクティスを考慮して、各要素を全部提供して考えていること、取り組んでいることの
発信のあり⽅を経営トップの⽬線で⽰したことが⼤きい。 （国内投資家・ファンドマネージャー）
 経営トップが理解しているビックピクチャーに加え、具体的な実務に繋げるため、経営トップだけでは
なく、ミドルマネジメントも読者として想定されている点が評価できる。（国内投資家・ファンドマネージャー）

投資家の視点
【1. 国内】

 アクティブ投資が劣勢なのは、情報が可視化され、アルファを採れる要因である市場の⾮効率性が縮⼩しているためで
あると考えている。 この状況下でアクティブ投資が復活するためには、価値協創ガイダンスに則って価値協創をする
ことが必要である。（国内投資家・ファンドマネージャー）
 当社の企業評価のためのフレームワークと⾮常に似ている。逆に、ガイダンスとして⾮常によくできているがゆえに、内
容についてのサプライズはなかった。 （国内投資家・格付機関）
 新⼈アナリストが新しい評価対象企業をゼロから勉強する際に使う、という利⽤⽅法がある。
（国内投資家・セクターアナリスト）
 価値協創ガイダンスは投資家・アナリストに対する試験問題やテキストの内容とするのも⼀案である。 （国内投資
家・リサーチャー）

投資家の視点
【2. 国外】

 価値協創ガイダンスのような、包括的なガイダンスは企業評価に際しての“⾒落し”をなくすという
意味合いから、投資家にとっても有⽤である。（海外投資家・アセットマネージャー）
 価値協創ガイダンスを 「チェックリスト」として取り扱うことは、シンプルで分かりやすいというメリットがある。
その⼀⽅で、形式的な取組に終始してしまう企業や投資家も必ず出てくる。その点に注意し、創意⼯夫を促すことが
重要。（海外投資家・アセットマネージャー）
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投資家・企業ヒアリングまとめ
３．価値協創ガイダンスに対する評価・印象
 企業からは開⽰や対話に活⽤しうるとの声が聞かれる
 ガイダンスの情報を定量的に⽰してほしいとのニーズも存在
 価値協創ガイダンスを横⽬で⾒つつ、いかにオリジナリティを出すかということが重要と考えている。
ガイダンスは応⽤が効くものが良く、それにより、開⽰における各社の優劣がはっきりする。（⾷品 その１）

企業の視点

 企業と投資家との対話には、価値協創に関する深い理解が必要であり、その前提として共通⾔語となるガイダンスを
作成しようとする志は⾮常に⾼く評価している。（商社）
 価値協創ガイダンスは、投資家が求める情報について、何が抜けているのか確認を⾏う際には有⽤かもしれない。
（電機）

その他資本市場
参加者の視点

 定性情報の“取組“ではなく、そこに⽣じた”コスト“や”予算に占める割合“、”関与する⼈員数“と
いったような定量的指標がないと、分析や⽐較ができない。（データベンダー）
 定性情報のみでは利⽤者側のバイアスがかかってしまうため、投資家によっては、投資意思決定に関しての説明責
任が果たせないことになる。（データベンダー）
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投資家・企業ヒアリングまとめ
４．価値協創ガイダンスの普及・促進に向けた提⾔
 投資家は企業に対して、ガイダンスを開⽰そのもののためでなく経営に活⽤することを期待
 投資家がより⼀層使いやすくなるための⼯夫を求める声も聞かれる
 価値協創ガイダンスの内容は理解しても実務に落とし込めない会社が多いと思う。プラクティスを共有することにより、
具現化することが⼤切である。しかし、⼀つの例だけだとテンプレート化してしまうので、FRCのレポートのように複数
例を提⽰するとよい。 （国内投資家・リサーチャー）
 グッドプラクティスとして挙げる場合、単にグッドプラクティスとして⽰すのではなく、開⽰のどの点が
優れているのか具体的にコメントすることが⼤切である。（国内投資家・リサーチャー）

投資家の視点
【1. 国内】

 ガイダンスを開⽰のみならず、思考の転換のためのツールとしてほしい。企業として思考の軸が
しっかりしていれば、経営も開⽰も拡散される状況にはならない。（国内投資家・格付け機関）
 ガイダンスを⽤いる際には、社⻑等の経営トップが、これらの要素に対してどのような考えを持って
いるかが重要である。IR部⾨等に丸投げするものではない。（国内投資家・リサーチャー）
 分量が⻑く、また、哲学的な内容、提⾔的な内容が混在している感がある。例えば伊藤レポート1.0の「ROE8%」の
ように、⽬⽟となる提⾔があるといい。（国内投資家・ファンドマネージャー）
 パッシブ運⽤が潮流となる中で、ガイダンスはアクティブ運⽤のような深い理解に基づく銘柄選択を前提としている。
位置づけの整理が必要だろう。 （国内投資家・セクターアナリスト）
 最終的には企業や投資家の独⾃の取り組みに委ねざるを得ない。そこにトップランナー企業がいると、⼤きなモーメン
タムが⽣まれるのではないか。（海外投資家・アセットマネージャー）

投資家の視点
【2. 国外】

 多くの機関投資家にとって、価値協創ガイダンスはボリュームが多い。数ページ程度で、簡潔にシンプルにまとめることを
今後検討してはどうだろうか。 （海外投資家・アセットマネージャー）
 構成要素ごとの記載も重要だが、それ以上にInterdependency（相互依存性）も重視されるべきであり、それ
が価値協創ガイダンスのメッセージではないか。例えば、構成要素を繋ぐ“鎖”について、その意味を強調してはどうか。
（海外投資家・アセットマネージャー）
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投資家・企業ヒアリングまとめ
４．価値協創ガイダンスの普及・促進に向けた提⾔
 企業からはより⼀層の周知が望ましいとの声が聞かれる
 資本市場参加者からは実例の提⽰等を通じた正しい理解の促進が必要との声が聞かれる

企業の視点

 価値協創ガイダンスは、経営層だけでなく、キャリア10年⽬程度の担当者レベルを対象にするのも⼀案である。（⾷
品 その２）
 先般⾏われたアンケート（「上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査」 ）をきっか
けにガイダンスの存在を知った。もっと周知させるための⽅策が必要と考える。（⾷品 その２）
 ガイダンスが「開⽰のツール」ではなく、企業の意思決定における考え⽅を⽰したもの、という点を強く主張してはどう
か。開⽰のガイダンスは多く、埋もれる可能性もある。（英国FRC関係者）
 投資家については、アクティブとパッシブ、あるいは株式と債券で異なるはずであり、投資家の種類に応じた整理は
もっと必要ではないか。（学識経験者）

その他資本市場
参加者の視点

 正しい使い⽅を踏まえた対応が浸透しないと、価値創造に繋がらない取組を⾏う企業がどんどん増えてしまう。そのため、
「正しい使い⽅（How）」を⽰すべきではないか。その場合に、グッドプラクティスやサマリー資料については⼤いに
有効になるだろう。（制作会社）
 経営陣の正しい理解とコミットメントがないと企業内部の取組は何も変わらず、対話や開⽰も変わらない。経営層が
加⼊している業界団体にアプローチするのが良いのではないか。（制作会社）
 まず、どの聞き⼿（ステークホルダー）から対話した⽅が良いのか、優先度が定まっていない企業も多い。企業にとって
『投資家側が⾒ている』というトーンは有効であり 、『投資家からの働きかけ』を強調することが重要ではないか。（制
作会社）
 属⼈的な運⽤をする株式投資にガイダンスを普及させることは難しいかもしれない。証券会社の経営者を交えて、
啓蒙していくことが必要ではないか。 （国内投資家・格付機関）
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投資家・企業ヒアリングまとめ
（参考）英国FRC 財務報告ラボに関するインタビュー
 参加者を惹きつけるインセンティブとして、他社と⽐較しつつ・意⾒公開することが無料で可能である、
という点がある。
 フォーラムの場が上⼿く機能するためには、クイック・ウィンが必要である。この クイック・ウィンが連続的
に発信されることにより、モーメンタムが加速することになる。

フォーラムの運営
について

 例えば価値協創ガイダンスであれば、関⼼を集めやすい構成要素の１つに絞って議論を⾏い、レ
ポートをまとめて公開する、あるいは、特定のセクターを選んで、具体的事例として取り上げることが
クイック・ウィンとして考えられる。
 設⽴当初、成果物を発信する際には、聞き⼿がウンザリするほど財務報告ラボの名前を出した。⾟抱
強く“名前“を発信し続けることはシンプルな話だが⾮常に重要である。
 個々のプロジェクトに対する事後評価としては、企業の取組が実際にどのように変わっているのか、
何年もかけて観察・評価することを⾏っている。財務報告ラボの場合は、アカデミアからの参加者が、
この役割を担ってくれている。
 刊⾏物については、“３０分で読めるもの、２分でメッセージが分かるもの、１分でコアとなるエッセンス
が分かるもの”と、「読みやすさ」を追求している。
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別紙資料３

「上場企業によるステークホルダーとの対話・
コミュニケーションに関する実態調査」
エグゼクティブ・サマリー
（中間報告）

実施概要
本調査の趣旨他
本調査の趣旨、対象とした企業、実施要領、回答者数は以下のとおり。
趣旨

対象企業

実施要領

回答者数

価値協創ガイダンスの知名度、および普及のための示唆を得るとともに、
その前提となる企業とステークホルダーとの対話・コミュニケーションについて
実態を調査すること。

東京証券取引所 市場第一部への上場企業 2029社
（2017年10月1日時点）

 上記対象企業に対して、質問票を紙面にて送付
 回答期間は10月20日より11月27日まで
435社（回答率21.4%）

出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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Executive Summary

1.企業とステークホルダーとの対話・コミュニケーションの実態
持続的な企業価値を高め
るために重要なファクター

集計・分析結果データ集の
該当箇所（ページ番号）

 「価値観」および「ビジネスモデル」は重要と認識している企業が多い
（315社、300社）。
 他方、「成果と重要な成果指標」および「ガバナンス」は重要ではない
と認識している企業が多い（298社、261社）。
P. 7 参照

重要なステークホルダー

 「従業員」や「顧客」を重要と認識している企業が多い（308社、202社）。
 他方、「株主など投資家（国内、国外）」を重要と認識している企業
は相対的に少ない（289社、149社）。
P. 15 参照

重要なステークホルダー
との対話・コミュニケーション

 国内・国外の株主など投資家を重視している企業の多くが「有価証券
報告書、四半期報告書、その他法制度開示」を用いている（92%、
81%）。

P. 22~23 参照

成果指標・KPI
より積極的な発言・理解
促進を行うべきファクター

 株主など投資家との対話・コミュニケーションにおいて、成果指標・KPIと
して、「ROE」が多くの企業に利用されている（206社）。
P. 32 参照
 「ビジネスモデル」および「戦略」は重要と認識している企業が多い
（280社、261社）。
 他方、「ガバナンス」は重要ではないと認識している企業が多い（288
社）。
P. 39 参照

出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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Executive Summary

1.企業とステークホルダーとの対話・コミュニケーションの実態
属性ごとの主な特徴・傾向
時価総額が
大きい企業

集計・分析結果データ集の
該当箇所（ページ番号）

 時価総額が大きいほど、株主など投資家［国外］を重要なステーク
ホルダーと認識している企業が多い。
 時価総額が小さい企業に比べて、株主など投資家［国内］、従業
員、顧客を重要なステークホルダーと認識している企業が少ない。

P. 16 参照

JPX400企業
NIKKEI225企業

 株主など投資家［国外］を重要なステークホルダーと認識している
企業が多い。
 それ以外の企業に比べて、株主など投資家［国内］、従業員、顧客
を重要なステークホルダーと認識している企業が少ない。

P. 17～18 参照

統合報告書等を
開示している企業

ROEやPBR
が高い企業

 ビジネスモデルを持続的な企業価値を高めるうえで重要と認識している
企業が多い。 P. 11 参照
 株主など投資家［国外］を重要なステークホルダーと認識している
企業が多い。 P. 19 参照
 ROEやPBRが高くない企業と比べても、持続的な企業価値を高める
ファクターに対する認識に差異が見られない。 P. 12～13参照
 重要なステークホルダーについても、認識に差異が見られない。 P. 20～21 参照

出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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Executive Summary

2.価値協創ガイダンスの知名度、および普及に向けた示唆

集計・分析結果データ集の
該当箇所（ページ番号）

 「既に統合報告書の作成や、ステークホルダーとの対話に利用している」
という企業はまだ少ない（16社）。

価値協創ガイダンス
の認知度

 「今後、統合報告書の作成やステークホルダーとの対話に利用する
予定である」という企業も多い（127社）。

 「公表されたことは知っているが、内容は把握していない」という企業が
最も多い（140社）。また、「公表されたこと自体を把握していない」
という企業も少なくない （87社）。

P. 46 参照

価値協創ガイダンス
の問題点・改善点

 価値協創ガイダンスを、「具体的にどのように使えばいいのか分かり
づらい」、および「内容が抽象的、または細かすぎて、分かりづらい」
という企業が多い（178社、107社）。
 他方、「内容が経営実務や経営者の視点にそぐわない」という企業
はほとんどいない（2社） 。

P. 53 参照

利用を支える施策

 「企業による具体的な利用事例（好事例集、ベストプラクティス集）
など」に対する期待する企業が最も多い（265社） 。
P. 60 参照

出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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Executive Summary

2.価値協創ガイダンスの知名度、および普及に向けた示唆
属性ごとの主な特徴・傾向
時価総額が
大きい企業

集計・分析結果データ集の
該当箇所（ページ番号）

 時価総額が大きいほど、価値協創ガイダンスを既に利用している、また
は今後利用予定である、という企業が多い。

 時価総額が小さい企業に比べて、内容を把握していない、または、
公表されたこと自体を把握していない、という企業が少ない。

P. 47 参照

JPX 400 企業
NIKKEI 225 企業

 価値協創ガイダンスを既に利用している、または今後利用予定である、
という企業が多い。
 それ以外の企業に比べて、内容を把握していない、または、公表された
こと自体を把握していない、という企業が少ない。

P. 48~49 参照

統合報告書等を
開示している企業

ROEやPBR
が高い企業

 価値協創ガイダンスを既に利用している、または今後利用予定である、
という企業が多い。 P. 50 参照
 それ以外の企業に比べて、価値協創ガイダンスを具体的にどのように使
えばいいのか分かりづらい、という企業が少ない。 P. 57 参照

 ROEやPBRが高くない企業と比べても、認知状況や使用状況に差異
が見られない。 P. 51~52 参照
 問題点・改善点についても、差異が見られない。 P. 58~59 参照

出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査

6

Executive Summary

3.価値協創ガイダンスに対する主な指摘・コメント（抜粋）
 コンセプトは素晴らしい。実務者として、今後、具体的な事例が共有されることを期待
している。（中型株 輸送用機器）
 ステークホルダーとのコミュニケーションを改善して行くための指針を定める上で全体観
を把握でき、参考になる。（小型株 電気機器）
 企業の実例と共に、機関投資家やアナリストによる評価、情報収集、分析方法の
共有を期待している。（大型株 卸売業）

指摘・コメント

 経営陣・幹部層を含め、継続的な理解促進や周知が必要である。
（小型株 情報・通信業）
 伊藤レポートやコーポレートガバナンス・コードとの関連性を明確にしてほしい。
（大型株,非鉄金属)
 他の開示フレームワークとの関連性を明確にしてほしい。（中型株 電気機器）
 ＣＳＲ報告書、統合報告書といった書類の開示以外に、何か開示の義務等が
生じるとなると及び腰になる。（小型株 機械）
 相対評価の投資判断の中、どの様に差別化を図り、いち早く実績につなげ、企業
価値を向上させることができるかが問題である。（中型株 繊維製品）

注記：時価総額1000億円未満を「小型株」、時価総額1000億円以上3,000億円未満を「中型株」、時価総額3,000億円以上を「大型株」としている
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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別紙資料４

「上場企業によるステークホルダーとの対話・
コミュニケーションに関する実態調査」
集計・分析結果 データ集
（中間報告）

実施概要

本調査の趣旨他
本調査の趣旨、対象とした企業、実施要領、回答者数は以下のとおり。
趣旨

対象企業

実施要領

回答者数

価値協創ガイダンスの知名度、および普及のための示唆を得るとともに、
その前提となる企業とステークホルダーとの対話・コミュニケーションについて
実態を調査すること。

東京証券取引所 市場第一部への上場企業 2029社
（2017年10月1日時点）

 上記対象企業に対して、質問票を紙面にて送付
 回答期間は10月20日より11月27日まで
435社（回答率21.4%）

出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査

2

集計・分析結果 データ集

回答企業の属性 [1/4]
本資料の対象となる回答企業 計435社に関する概要は以下のとおり。

時価総額※

海外売上高比率

大型、中型、小型

海外投資家比率

d.海外売上高比率

e.海外投資家比率

300

300

300

254 社

222 社

200

200
100 社

113 社

128 社

113 社

100

100

200

150 社

100

63 社 57 社

29 社
0

0

n=435社

24 社

13 社

23 社

2社

0社

0

n=435社

n=435社

注記：時価総額1000億円未満を「小型株」、時価総額1000億円以上3,000億円未満を「中型株」、時価総額3,000億円以上を「大型株」としている
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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集計・分析結果 データ集

回答企業の属性 [2/4]
本資料の対象となる回答企業 計435社に関する概要は以下のとおり。

従業員規模
c.従業員数

JPX400
ＪＰＸ４００

Nikkei225

NIKKEI２２５

354 社
321 社

300

300

300

200

200

200

111 社
100

57 社 68 社

85 社
57 社 57 社

0

n=435社

114 社
100

100

0

0

n=435社

81 社

n=435社

出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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集計・分析結果 データ集

回答企業の属性 [3/4]
本資料の対象となる回答企業 計435社に関する概要は以下のとおり。

統合報告書等の開示
統合報告

ROE（３年平均）

PBR（３年平均）
PBR３年平均

ROE３年平均

332 社
300

200

100

300

300

200
103 社

0

n=435社

206社

240社

229社
200

100

100

0

0

n=435社

195社

n=435社

注記：ROEおよびPBRについては直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）、
企業価値レポーティングラボ

5

集計・分析結果 データ集

回答企業の属性 [4/4]
本資料の対象となる計435社のうち、回答企業数の多かった上位15業種、および各業種の
母集団に占める割合（％）は以下のとおり。
回答企業の業種（上位15業種）
48%

250

50%

200

回
答
企
業
数

40%
33%

33%

33%

150

30%
23%

22%

21%

22%

21%

26%

18%

100

23%

20%

18%
50

0

39 社

38 社 35 社

15%
34 社

31 社

29 社 28 社

26 社

26 社

13%
16 社

13 社 13 社

10%
11 社

10 社

9社

0%

各
業
種
の
母
集
団
に
占
め
る
割
合
（
％
）

n=435社
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得日：平成30年1月）
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集計・分析結果 データ集

問１ 持続的な企業価値を高めるために重要なファクター
貴社が持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター(要因)について、
以下の選択肢に対して、重要なものから順番に、１から７までの番号をご記入ください。
「１～３番目に重要」と回答した企業数
300
250

300

30 社
40 社

92 社

250

200

50

137 社

200
105 社

150
100

「４～６番目に重要」と回答した企業数

245 社

139 社

69 社

0

１番目に重要

38 社

91 社

44 社

22 社

27 社
24 社

２番目に重要

60 社

100

51 社

50

26 社
22 社

３番目に重要

n=412社

0

108 社

31 社

150

69 社
65 社

62 社

34 社
29 社

49 社

85 社

102 社

20 社
40 社
43 社

４番目に重要

出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査

80 社

５番目に重要

98 社

86 社

63 社

67 社

６番目に重要

n=412社
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集計・分析結果 データ集

持続的な企業価値を高めるために重要なファクター 【1. 時価総額別】
「持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター」について、時価総額ごとに分
解して比較すると以下のとおり。
持続的な企業価値を高めるために重要なファクター【1.
JPX400
時価総額別】
80%
70%
60%
50%
40%
30%

62%

67%

ビジネスモデル、成果と重要な成果指標、および
ガバナンスを中心に、時価総額ごとに差異が見ら
れる

71%
58%
51%

大型株は、ビジネスモデルを重要な
ファクターと捉えていない

33%

32%

26%

19%

20%

大型株は、成果と重要な成果指標、
およびガバナンスを相対的に重要な
ファクターと捉えている

24%

24%

24%
15%

14%
4%

10%

22%

17%

10%

0%

1. 小型株
n=222社

2. 中型株
n=100社

3. 大型株
n=113社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター（問１）」において、“１番目に重要”または“２番目に重要”が選択された属性ごとの回答総数の
比率（％）
注記：時価総額1000億円未満を「小型株」、時価総額1000億円以上3,000億円未満を「中型株」、時価総額3,000億円以上を「大型株」としている
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査

8

集計・分析結果 データ集

持続的な企業価値を高めるために重要なファクター 【2. JPX400】
「持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター」について、JPX400企業と
それ以外の企業で比較すると以下のとおり。
持続的な企業価値を高めるために重要なファクター
JPX400
【2. JPX400】
80%
70%

72%
63%

60%
50%

40%
30%

ビジネスモデルを除き、JPX400企業とそれ以外の
企業について、大きな差異は見られない

JPX400企業は、ビジネスモデルを
重要なファクターと捉えていない
52%

37%
23%

24%

26%

26%

22%
15%

20%

11%

15%

10%
0%

JPX400企業
n=114社

それ以外
n=321社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター（問１）」において、“１番目に重要”または“２番目に重要”が選択された属性ごとの回答総数の
比率（％）
注記：JPX400企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

持続的な企業価値を高めるために重要なファクター 【3. NIKKEI 225】
「持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター」について、NIKKEI225企業
とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
持続的な企業価値を高めるために重要なファクター
JPX400
【3. NIKKEI 225】
80%
70%

78%

NIKKEI225企業は、価値観を
重要なファクターと捉えている
NIKKEI225企業は、ビジネスモデル
を重要なファクターと捉えていない

63%

60%

50%
40%
30%

価値観、およびビジネスモデルを中心にNIKKEI
225企業とそれ以外の企業に差異が見られる

50%
37%
25%

23%

27%

26%

20%

20%
10%

12%

16%

10%
0%

NIKKEI225企業
n=81社
n=354社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター（問１）」において、“１番目に重要”または“２番目に重要”が選択された属性ごとの回答総数の
比率（％）
注記：NIKKEI225企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

持続的な企業価値を高めるために重要なファクター 【4. 統合報告書等の開示有無】
「持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター」について、統合報告書等の
開示を行っている企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
持続的な企業価値を高めるために重要なファクター
JPX400
【4. 統合報告書等の開示有無】
80%
70%

統合報告書等を開示している企業は、
ビジネスモデルを重要なファクターと捉えて
いない

71%
64%

60%

ビジネスモデルを除き、統合報告書等を開示して
いる企業とそれ以外の企業について、大きな差異
は見られない

52%

50%
40%
30%

35%
24%

23%

27%

26%

22%
14%

20%

11%

15%

10%
0%

統合報告書等を開示
n=103社

開示なし
n=332社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター（問１）」において、“１番目に重要”または“２番目に重要”が選択された属性ごとの回答総数の
比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、企業価値レポーティングラボ
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集計・分析結果 データ集

持続的な企業価値を高めるために重要なファクター 【5. ROE 8%】
「持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター」について、過去３年平均
ROEが８%以上である企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
持続的な企業価値を高めるために重要なファクター
JPX400
【5. ROE 8%】
80%
70%
60%
50%
40%
30%

67%

過去３年平均ROEが8%以上である企業とそれ
以外の企業について、大きな差異は見られない

65%
48%

48%

27%

21%

24%

20%

28%
11%

13%

14%

20%

10%
0%

ROE 8%以上
n=206社

それ以外
n=229社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター（問１）」において、“１番目に重要”または“２番目に重要”が選択された属性ごとの回答総数の
比率（％）
注記：ROEは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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集計・分析結果 データ集

持続的な企業価値を高めるために重要なファクター 【6. PBR 1.0】
「持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター」について、過去３年平均
PBRが1.0以上である企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
持続的な企業価値を高めるために重要なファクター
JPX400
【6. PBR 1.0】
80%
70%
60%

50%

過去３年平均PBRが1.0以上である企業とそれ
以外の企業について、大きな差異は見られない

69%
61%
48%

48%

40%
30%

23%

25%

25%

20%

27%

11%

13%

18%

16%

10%
0%

PBR 1以上
n=240社

それ以外
n=195社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「持続的に企業価値を高めるため、特に重要と考えるファクター（問１）」において、“１番目に重要”または“２番目に重要”が選択された属性ごとの回答総数の
比率（％）
注記：PBRは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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集計・分析結果 データ集

問２ 持続的な企業価値を高めるために重要なファクターの理由
(問1)でお答えいただいた、特に重要な上位３項目について、それぞれ、なぜ重要とお考えか、
その理由をご記入ください。
 企業価値を定義づける基礎となるため

価値観

 企業理念をはじめとした、会社の根幹を成す価値観を、あらゆるステークホルダーに理解、
共有してもらうことが企業価値向上の基盤となると考えるため
 そもそも、明確な経営ビジョンなくしては、企業価値のベースを定めることができないため
 すべての項目の上位概念として、理念、ビジョンがあると考えているため 等

 企業理念・ビジョンに基づくビジネスモデル構築がまずは必要だから

ビジネスモデル

 当社独自の企業価値を生み出す源泉であるため
 市場でのポジショニング、競争優位性などが持続可能性を高めるから
 市場での優位性が築けないビジネスモデルは持続可能性・成長性の維持確保が困難で
あるため 等
 戦略なき成長はあり得ないため

戦略

 「１．価値観」に沿った「２．ビジネスモデル」を実現するための戦略が必要
 企業が事業遂行する上での重要ファクターであり、特に中長期的視点での資源配分が事業の
成否・継続性に直結するものであるから
 ２のビジネスモデルや５のパフォーマンスは４の戦略の結果の姿であり戦略が上位にあるn=435社
等

注記：回答内容から一部抜粋
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査

n=333社
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集計・分析結果 データ集

問３ 重要なステークホルダー
貴社が持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考える
ステークホルダーについて、以下の選択肢から、上位３項目のみ選び、重要なものから順番
に、１から３までの番号をご記入ください。
「１～３番目に重要」と回答した企業数

350
300
250

42 社
111 社

94 社

93 社

200
150

66 社

100 社
49 社

66 社

100
50
0

129 社

68 社
32 社

15 社
12 社 97 社

167 社

22 社

12 社

１番目に重要

53 社

２番目に重要

３番目に重要

出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査

2社
6社
8社

12 社
13 社

13 社
8社

17 社
29 社

n=409社
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集計・分析結果 データ集

重要なステークホルダー 【1. 時価総額別】
「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考える
ステークホルダー」について、時価総額ごとに分解して比較すると以下のとおり。
重要なステークホルダー
時価総額
【１. 時価総額別】
80%
70%
60%
50%

時価総額が大きい企業ほど、 78%
75%
2. 株主など投資家（国外）を
70%
より重視しているが、1.株主など
66%
66%
65%
61%
61%
59% 投資家（国内）は反対の動き
となっている

時価総額が小さい企業ほど、4．従業員、
5．顧客および６. 取引先をより重視している

47%
42%

36%
34%

40%
30%

20%
10%

時価総額の大小に応じて、株主など投資家
［国内、国外］、従業員、顧客、および取引先
について傾向（正負の相関）が見られる

24%

24%
11% 12%
7%

3% 3% 5%

19%
14%
9% 9%
8% 8%

0%

1. 小型株

n=222社

2. 中型株

n=100社

3. 大型株

n=113社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択された属性ごとの回答総数
の比率（％）
注記：時価総額1000億円未満を「小型株」、時価総額1000億円以上3,000億円未満を「中型株」、時価総額3,000億円以上を「大型株」としている
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

重要なステークホルダー 【2. JPX400】
「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考える
ステークホルダー」について、JPX400企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
重要なステークホルダー
JPX400【2. JPX400】
80%
70%
60%
50%
40%

69%
61%

JPX400企業は、それ以外
の企業と比べて、2. 株主など
投資家（国外）をより重視
している。

75%
59%

60%

JPX400企業は、それ以外の企業と比べて、4. 従業員、
および5. 顧客 を重視するという回答が比較的少ない。

46%
30%

28%

30%
20%
10%

株主など投資家［国外］、従業員、および顧客
についてJPX400企業とそれ以外の企業の間に、
差異が見られる

73%

34%

14%
7%

7%

12%
2%

18%
9%

9%

0%

JPX400企業
n=114社

それ以外

n=321社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択された属性ごとの回答総数
の比率（％）
注記：JPX400企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

重要なステークホルダー 【3. NIKKEI 225】
「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考える
ステークホルダー」について、NIKKEI225企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
重要なステークホルダー
JPX400
【3. NIKKEI 225】
80%
70%
60%

68%
60%

NIKKEI225企業は、それ以外
73%
の企業と比べて、2. 株主など
投資家（国外）をより重視
60%
している。

51%

73%

株主など投資家［国外］、従業員、顧客、および
取引先について、NIKKEI225企業とそれ以外の
企業の間に、差異が見られる

52%

50%
40%

36%

31%

30%
20%

10%

19%
12%

8%

NIKKEI225企業は、それ以外の企業と比べて、4. 従業員、
5. 顧客、および6. 取引先を重視するという回答が比較的
少ない。

14%
6%

3%

17%

9%

10%

0%

NIKKEI225企業
n=81社

-

n=354社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択された属性ごとの回答総数
の比率（％）
注記：NIKKEI225企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

重要なステークホルダー 【4. 統合報告書等の開示有無】
「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステー
クホルダー」について、統合報告書等の開示を行っている企業とそれ以外の企業で比較すると
以下のとおり。
重要なステークホルダー 【4. 統合報告書等の開示有無】
80%
70%
60%
50%
40%

69%
59%

統合報告書等の開示企業は、
2. 株主など投資家（国外）
をより重視している。他方で、
1. 株主など投資家（国外）
は反対の結果となっている

74%
61%

66%

45%
35%

31%
23%

30%

20%
10%

株主など投資家［国内、国外］、従業員、および
取引先について、統合報告書等の開示企業とそれ
以外の企業の間に、差異が見られる

70%

13%

統合報告書等の開示企業は、それ以外の企業と
比べて、“4. 従業員”や “6. 取引先”を重視する
という回答が比較的少ない。

13%

8%

5% 3%

18%

9%

9%

0%

統合報告書等を開示
n=103社

開示なし

n=332社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択された属性ごとの回答総数
の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、企業価値レポーティングラボ
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集計・分析結果 データ集

重要なステークホルダー 【5. ROE 8%】
「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステー
クホルダー」について、過去３年平均ROEが８%以上である企業とそれ以外の企業で比較す
ると以下のとおり。
重要なステークホルダー 【5. ROE 8%】
80%

70%

65%

73%

68%

69%

68% 71%

過去３年平均ROEが８%以上である企業とそれ
以外の企業について、大きな差異は見られない

60%

50%
40%

39%

31% 34%

30%

30%
20%
10%

9% 9%

5% 3%

10% 10%

14%

10%

0%

ROE 8%以上
n=206社

それ以外

n=229社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択された属性ごとの回答総数
の比率（％）
注記：ROEは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）

20

集計・分析結果 データ集

重要なステークホルダー 【6. PBR 1.0】
「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステー
クホルダー」について、過去３年平均PBRが1.0以上である企業とそれ以外の企業で比較す
ると以下のとおり。
重要なステークホルダー 【6. PBR 1.0】
80%
70%

72%

67% 66%

69%

過去３年平均PBRが1.0以上である企業とそれ
以外の企業について、大きな差異は見られない

70% 69%

60%
50%
40%

37%

31%

30%

35%

30%
20%
10%

14%

8% 10%

3% 5%

6%

11% 12%

0%

PBR 1以上

n=240社

それ以外

n=195社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択された属性ごとの回答総数
の比率（％）
注記：PBRは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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集計・分析結果 データ集

対話・コミュニケーション 【1. 株主など投資家［国内］】
“株主など投資家［国内］”を重要なステークホルダーとして重視する企業による、 “株主など
投資家［国内］”との主な対話・コミュニケーションの方法は以下のとおり。
対話・コミュニケーション 【1. 株主など投資家［国内］】
100%

92%

90%

83%

81%

80%

70%
60%
50%
37%

40%

30%

22%

17%

20%

22%

21%

8

9

10%

10%
0%

1

2

3

4

5

6

7

１．株主など投資家［国内］

n=289社
※赤枠は上位３つの対話・コミュニケーション方法

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択されたステークホルダーとの
「対話・コミュニケーションする際の方法（問４）」の回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

対話・コミュニケーション 【2. 株主など投資家［国外］】
“株主など投資家［国外］”を重要なステークホルダーとして重視する企業による、 “株主など
投資家［国外］”との主な対話・コミュニケーションの方法は以下のとおり。
対話・コミュニケーション 【2. 株主など投資家［国外］】
100%
90%

81%

77%

80%
70%
55%

60%

53%

50%
40%

30%

28%

22%

28%

30%

8

9

14%

20%
10%
0%

1

2

3

4

5

6

7

２．株主など投資家［国外］

n=149社
※赤枠は上位３つの対話・コミュニケーション方法

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択されたステークホルダーとの
「対話・コミュニケーションする際の方法（問４）」の回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

対話・コミュニケーション 【3.債権者】
“債権者”を重要なステークホルダーとして重視する企業による、“債権者”との主な対話・コミュ
ニケーションの方法は以下のとおり。
対話・コミュニケーション 【3.債権者】
100%
90%

87%

80%

72%

70%

60%
50%

41%

38%

40%
26%

30%

23%

20%

18%
10%

10%

10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

３．債権者

n=39社
※赤枠は上位３つの対話・コミュニケーション方法

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択されたステークホルダーとの
「対話・コミュニケーションする際の方法（問４）」の回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

対話・コミュニケーション 【4. 従業員】
“従業員”を重要なステークホルダーとして重視する企業による、“従業員”との主な対話・コミュ
ニケーションの方法は以下のとおり。
対話・コミュニケーション 【4. 従業員】
100%
90%
80%
70%

60%
50%
40%

48%

43%

39%

30%

24%

20%

12%

16%

16%

15%

3

4

5

16%

10%
0%
1

2

6

7

8

9

４．従業員

n=308社
※赤枠は上位３つの対話・コミュニケーション方法

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択されたステークホルダーとの
「対話・コミュニケーションする際の方法（問４）」の回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

対話・コミュニケーション 【5. 顧客】
“顧客”を重要なステークホルダーとして重視する企業による、“顧客”との主な対話・コミュニ
ケーションの方法は以下のとおり。
対話・コミュニケーション 【5. 顧客】
100%
90%
80%
70%

60%
50%

47%

44%

40%

40%
30%

22%

20%

27%

27%

7

8

19%

12%

11%

10%
0%
1

2

3

4

5

6

9

５．顧客

n=302社
※赤枠は上位３つの対話・コミュニケーション方法

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択されたステークホルダーとの
「対話・コミュニケーションする際の方法（問４）」の回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

対話・コミュニケーション 【6. 取引先】
“取引先”を重要なステークホルダーとして重視する企業による、“取引先”との主な対話・コミュ
ニケーションの方法は以下のとおり。
対話・コミュニケーション 【6. 取引先】
100%
90%
80%
70%
60%

53%
45%

50%

38%

40%

31%

30%

21%

20%

9%

10%

18%

16%
6%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

６．取引先

n=141社
※赤枠は上位３つの対話・コミュニケーション方法

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択されたステークホルダーとの
「対話・コミュニケーションする際の方法（問４）」の回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

対話・コミュニケーション 【7. 就職希望者】
“就職希望者”を重要なステークホルダーとして重視する企業による、“就職希望者”との主な
対話・コミュニケーションの方法は以下のとおり。
対話・コミュニケーション 【7. 就職希望者】
100%

90%
80%
70%

63%

60%

50%

44%
38%

40%

38%

31%
25%

30%

25%

25%

8

9

19%

20%

10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

７．就職希望者

n=16社
※赤枠は上位３つの対話・コミュニケーション方法

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択されたステークホルダーとの
「対話・コミュニケーションする際の方法（問４）」の回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

対話・コミュニケーション 【8. 地域住民】
“地域住民”を重要なステークホルダーとして重視する企業による、“地域住民”との主な対話・
コミュニケーションの方法は以下のとおり。
対話・コミュニケーション 【8. 地域住民】
100%

90%
80%
70%
60%

50%

52%
43%
36%

40%
26%

30%

38%
29%

21%

14%

20%

5%

10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

８．地域住民

n=42社
※赤枠は上位３つの対話・コミュニケーション方法

「持続的に企業価値を高めるために、対話・コミュニケーションが特に重要であると考えるステークホルダーの上位３項目（問３）」として選択されたステークホルダーとの
「対話・コミュニケーションする際の方法（問４）」の回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

対話・コミュニケーション まとめ
表：ステークホルダーごとに用いられる対話・コミュニケーション方法［上位３位］
１位

２位

３位

１．株主など投資家［国内］

有価証券報告書、四半期報告書、 説明会、プレゼンテーション、
その他制度開示
タウンミーティング

株主総会

２．株主など投資家［国外］

有価証券報告書、四半期報告書、 説明会、プレゼンテーション、
その他制度開示
タウンミーティング

アニュアルレポート、年次報告書

３．債権者

有価証券報告書、四半期報告書、 説明会、プレゼンテーション、
その他制度開示
タウンミーティング

アニュアルレポート、年次報告書

４．従業員

その他

説明会、プレゼンテーション、
タウンミーティング

５．顧客

その他

有価証券報告書、四半期報告書、 説明会、プレゼンテーション、
その他制度開示
タウンミーティング

６．取引先

有価証券報告書、四半期報告書、 説明会、プレゼンテーション、
その他制度開示
タウンミーティング

７．就職希望者

説明会、プレゼンテーション、
タウンミーティング

有価証券報告書、四半期報告書、 サステナビリティレポート、
その他制度開示
ＣＳＲレポート

８．地域住民

説明会、プレゼンテーション、
タウンミーティング

有価証券報告書、四半期報告書、
上記以外のイベント
その他制度開示

出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査

有価証券報告書、四半期報告書、
その他制度開示

その他
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問５ 投資家に対する開示情報
貴社が「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションのため、現在、すでに開示されて
いる項目を、以下の選択肢から当てはまるものを全てお選びください。
417社

投資家に対する開示情報

400
350

331社
295社

300
250

315社

328社

249社

200
150
100

50
0

6社

n=432社
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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問６ 成果指標・KPI
貴社が「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、現在、最も用いられる
成果指標・KPIを、以下の選択肢から１つお選びください。
成果指標・KPI

250
206社

200

「５.その他」の主な内訳
• 売上高

150

• 営業利益
101社

100
73社

• 経常利益
• EBITDA
• EPS

50
18社

8社

0

• 自己資本比率
• 特になし/検討中 等

n=406社
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査

32

集計・分析結果 データ集

成果指標・KPI 【1. 時価総額別】
「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションに用いられる成果指標・KPI」について、
時価総額ごとに分解して比較すると以下のとおり。
成果指標・KPI
JPX400
【1. 時価総額別】
80%

70%
60%
50%

主にROE、および独自の指標・KPIを中心に、
時価総額の違い（小型株～大型株）から差異
が見られる

小型株は、成果指標・KPIとして
ROEをより対話・コミュニケーション
に用いている

52%

大型株は、成果指標・KPIとして
独自の指標・KPIを対話・コミュニ
ケーションにより用いている

43% 42%

40%

26%

30%
20%

10%

3%

3%

7%

14% 12%
1%

4%

30%
23%

19%

2%

0%

1. 小型株
n=222社

2. 中型株
n=100社

3. 大型株
n=113社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「投資家（国内、国外）との対話・コミュニケーションに用いられる成果指標・KPI（問６）」において、選択された属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：時価総額1000億円未満を「小型株」、時価総額1000億円以上3,000億円未満を「中型株」、時価総額3,000億円以上を「大型株」としている
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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成果指標・KPI 【2. JPX400】
「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションに用いられる成果指標・KPI」について、
JPX400企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
成果指標・KPI
JPX400
【2. JPX400】
JPX400企業とそれ以外の企業について、用いて
いる成果指標・KPIに大きな差異や特徴は見られ
ない

80%
70%
60%
50%

46%

48%

40%
30%
20%

10%

21%
6%

3%

2%

15%

20%

24%

2%

0%

JPX400企業
n=114社

それ以外
n=321社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「投資家（国内、国外）との対話・コミュニケーションに用いられる成果指標・KPI（問６）」において、選択された属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：JPX400企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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成果指標・KPI 【3. NIKKEI 225】
「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションに用いられる成果指標・KPI」について、
NIKKEI225企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
成果指標・KPI
JPX400
【3. NIKKEI 225】
NIKKEI225企業とそれ以外の企業について、
用いている成果指標・KPIに大きな差異や特徴
は見られない

80%
70%
60%
50%

44%

48%

40%

22%

30%
20%
10%

6%

4%

2%

16%

20%

24%

2%

0%

NIKKEI225企業
n=81社
n=354社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「投資家（国内、国外）との対話・コミュニケーションに用いられる成果指標・KPI（問６）」において、選択された属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：NIKKEI225企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査

35

集計・分析結果 データ集

成果指標・KPI 【4. 統合報告書等の開示有無】
「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションに用いられる成果指標・KPI」について、
統合報告書等の開示を行っている企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
成果指標・KPI 【4.JPX400
統合報告書等の開示有無】
統合報告書等を開示している企業とそれ以外の
企業について、用いている成果指標・KPIに大きな
差異や特徴は見られない

80%
70%
60%
50%

50%

46%

40%

30%

18%

20%
10%

4%

4%

5%

25%
16%

17%

1%

0%

統合報告書等を開示
n=103社

開示なし
n=332社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「投資家（国内、国外）との対話・コミュニケーションに用いられる成果指標・KPI（問６）」において、選択された属性ごとの回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、企業価値レポーティングラボ
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成果指標・KPI 【5. ROE 8%】
投資家（国内、国外）との対話・コミュニケーションに用いられる成果指標・KPIについて、
過去３年平均ROEが８%以上である企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
成果指標・KPI
JPX400
【5. ROE 8%】
過去３年平均ROEが8%以上である企業とそれ
以外の企業について、用いている成果指標・KPI
に大きな差異や特徴は見られない

80%
70%
60%
50%

51%

44%

40%

30%

16%

20%
10%

4%

4%

1%

17%

22%

24%

3%

0%

ROE 8%以上
n=206社

それ以外
n=229社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「投資家（国内、国外）との対話・コミュニケーションに用いられる成果指標・KPI（問６）」において、選択された属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：ROEは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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成果指標・KPI 【6. PBR 1.0】
「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションに用いられる成果指標・KPI」について、
過去３年平均PBRが1.0以上である企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
成果指標・KPI
JPX400
【6. PBR 1.0】
過去３年平均PBRが1.0以上である企業とそれ
以外の企業について、用いている成果指標・KPI
に大きな差異や特徴は見られない

80%

70%
60%
50%

48%

47%

40%
30%

18%

20%

10%

3%

5%

2%

23%

24%

15%

2%

0%

PBR 1以上
n=240社

それ以外
n=195社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「投資家（国内、国外）との対話・コミュニケーションに用いられる成果指標・KPI（問６）」において、選択された属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：PBRは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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問７ より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター
貴社が「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、今後、より積極的に
発信・理解促進を行う必要があるファクター(要因)について、以下の選択肢に対して、重要な
ものから順番に、１から７までの番号をご記入ください。
「１～３番目に重要」と回答した企業数
300

300

250
200
150

250

74 社
89 社
43 社
32 社

106 社
73 社

134 社

100 社

112 社

60 社

0

１番目に重要

２番目に重要

150

73 社
49 社

73 社

136 社

200

76 社

100
50

「４～６番目に重要」と回答した企業数

44 社

48 社
41 社
14 社

３番目に重要

n=415社

79 社

15 社

100
50
0

38 社

86 社

62 社
41 社

45 社
64 社

４番目に重要

出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査

64 社
77 社

27 社
36 社
77 社

５番目に重要

87 社

88 社

66 社

64 社

６番目に重要

n=415社
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より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター【1. 時価総額別】
「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、より積極的な発信・理解促進
を行うべきファクターについて、時価総額ごとに分解して比較すると以下のとおり。
より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター【1.
JPX400
時価総額別】
大型株と比べて、小型株や中型株は、
ビジネスモデルについて、より積極的な
発信・理解促進が必要と考えている

80%

70%
60%
50%
40%

49%
40% 38%

35%

ビジネスモデルを除き、時価総額ごとに、大きな
差異や特徴は見られない

53%

40%

36% 34%

30%

39%

44%
35%

27%

23%

20%

17%

23%

19%
10% 10%

10%
0%

1. 小型株
n=222社

2. 中型株
n=100社

3. 大型株
n=113社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、今後、より積極的に発信・理解促進を行う必要があるファクター(要因)（問７）」において、“１番目に
重要”または“２番目に重要”が選択された属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：時価総額1000億円未満を「小型株」、時価総額1000億円以上3,000億円未満を「中型株」、時価総額3,000億円以上を「大型株」としている
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター【2. JPX400】
「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、より積極的な発信・理解促進
を行うべきファクターについて、JPX400企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター【2.
JPX400
JPX400】
JPX400企業と比べて、それ以外の企業は、
ビジネスモデルについて、より積極的な発信・
理解促進が必要と考えている

80%
70%
60%
50%
40%
30%

ガバナンスについてはJPX400企業、また、ビジネス
モデルについてはそれ以外の企業がより積極的な
発信・理解促進が必要と考えている

50%

39%

38%

40%
29%

35%

40%

JPX400企業は、それ以外の企業と比べて、
ガバナンスについて、より積極的な発信・理解
促進が必要と考えている

39%
21%

20%

21%

20%
10%

10%

0%

JPX400企業
n=114社

それ以外
n=321社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、今後、より積極的に発信・理解促進を行う必要があるファクター(要因)（問７）」において、“１番目に
重要”または“２番目に重要”が選択された属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：JPX400企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター【3. NIKKEI 225】
「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、より積極的な発信・理解促進
を行うべきファクターについて、NIKKEI225企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとお
り。
より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター【3.
JPX400
NIKKEI 225】
NIKKEI225企業とそれ以外の企業について、
発信・理解促進を行うべきファクターに大きな差異
や特徴は見られない

80%
70%
60%

49%

50%
40%

33%

39%

44%

40%
32%

34%

38%

30%

20%

26%

20%

17%

12%

10%
0%

NIKKEI225企業
n=81社
n=354社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、今後、より積極的に発信・理解促進を行う必要があるファクター(要因)（問７）」において、“１番目に
重要”または“２番目に重要”が選択された属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：NIKKEI225企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター 【4. 統合報告書等の開示有無】
「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、より積極的な発信・理解促進
を行うべきファクターについて、統合報告書等の開示を行っている企業とそれ以外の企業で比
較すると以下のとおり。
より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター【4.
JPX400
統合報告書等の開示有無】
統合報告書等を開示している企業とそれ以外の
企業について、発信・理解促進を行うべきファクター
に大きな差異や特徴は見られない

80%
70%
60%
50%
40%

30%

40%

32%

46%

48%

43%
29%

35%

39%

19%

20%

22%

17%

11%

10%
0%

統合報告書等を開示
n=103社

開示なし
n=332社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、今後、より積極的に発信・理解促進を行う必要があるファクター(要因)（問７）」において、“１番目に
重要”または“２番目に重要”が選択された属性ごとの回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、企業価値レポーティングラボ
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より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター 【5. ROE 8%】
「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、より積極的な発信・理解促進
を行うべきファクターについて、過去３年平均ROEが８%以上である企業とそれ以外の企業
で比較すると以下のとおり。
より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター【5.
JPX400
ROE 8%】
過去３年平均ROEが8%以上である企業と
それ以外の企業について、発信・理解促進を行う
べきファクターに大きな差異や特徴は見られない

80%
70%
60%
50%
40%

48%
39%

37%

47%
36%

31%

36%

30%

42%

21%

20%

22%
13%

12%

10%

0%

ROE 8%以上
n=206社

それ以外
n=229社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、今後、より積極的に発信・理解促進を行う必要があるファクター(要因)（問７）」において、“１番目に
重要”または“２番目に重要”が選択された属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：ROEは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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集計・分析結果 データ集

より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター【6. PBR 1.0】
「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、 より積極的な発信・理解促
進を行うべきファクターについて、過去３年平均PBRが1.0以上である企業とそれ以外の企業
で比較すると以下のとおり。
より積極的な発信・理解促進を行うべきファクター【6.
JPX400
PBR 1.0】
過去３年平均PBRが1.0以上である企業と
それ以外の企業について、発信・理解促進を行う
べきファクターに大きな差異や特徴は見られない

80%
70%
60%

49%

50%
40%

35%

42%

45%
36%

38%

41%

31%

30%

20%

20%

23%
14%

11%

10%
0%

PBR 1以上
n=240社

それ以外
n=195社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「投資家（国内、国外）」との対話・コミュニケーションにおいて、今後、より積極的に発信・理解促進を行う必要があるファクター(要因)（問７）」において、“１番目に
重要”または“２番目に重要”が選択された属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：PBRは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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集計・分析結果 データ集

問８ 価値協創ガイダンスの認知度
2017年５月に経済産業省より公表された「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス」
について、御存知でしょうか。以下の選択肢から１つをお選びください。
価値協創ガイダンスの認知度
150

140社

127社

87社

100
42社

50

19社

16社
0
1

2

3

4

5

6

n=431社
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

価値協創ガイダンスの認知度 【1. 時価総額別】
「価値協創ガイダンスの認知度」について、時価総額ごとに分解して比較すると以下のとおり。
価値協創ガイダンスの認知度 【1. 時価総額別】
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

時価総額が大きいほど、今後の利用を予定して
いる企業が多いものの、時価総額が小さいほど、
内容や公開を把握していない企業が多い

大型株は対話に利用すること
50%
を予定している企業が多い
40%
20%

0%

6% 9%

34%

9% 9%

12%

小型株や中型株は価値協創ガイダンスの
内容や公開を把握していない企業が多い

29%

26%
15%

15%
6%

1. 小型株

2. 中型株

3. 大型株

n=222社

n=100社

n=113社

2%

8% 6%

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「価値協創ガイダンスの認知度（問８）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：時価総額1000億円未満を「小型株」、時価総額1000億円以上3,000億円未満を「中型株」、時価総額3,000億円以上を「大型株」としている
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査

47

集計・分析結果 データ集

価値協創ガイダンスの認知度 【2. JPX400】
「価値協創ガイダンスの認知度」について、JPX400企業とそれ以外の企業で比較すると以下
のとおり。
価値協創ガイダンスの認知度 【2. JPX400】
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

47%

JPX400企業は対話に利用
することを予定している企業
が多い

38%
24%

23%
6%

JPX400企業は今後の利用を予定している企業
が多いものの、他方で、それ以外の企業は内容や
公開を把握していない企業が多い

12%
3%

17%
9%

9%

JPX400企業
n=114社

JPX400企業と比べ、それ以外の
企業は価値協創ガイダンスの内容
や公開を把握していない企業が多い
7%

3%

それ以外
n=321社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「価値協創ガイダンスの認知度（問８）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：JPX400企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

価値協創ガイダンスの認知度 【3. NIKKEI225】
「価値協創ガイダンスの認知度」について、NIKKEI225企業とそれ以外の企業で比較すると
以下のとおり。
価値協創ガイダンスの認知度 【3. NIKKEI225】
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

54%

NIKKEI225企業は今後の利用を予定している
企業が多いものの、他方で、それ以外の企業は
内容や公開を把握していない企業が多い

NIKKEI225企業は対話に
利用することを予定している
企業が多い

37%

23%
9%

23%
12%

3%

9%

NIKKEI225企業
n=81社

11%

9%

NIKKEI225企業と比べ、それ以外の
企業は価値協創ガイダンスの内容
や公開を把握していない企業が多い
4%

5%

n=354社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「価値協創ガイダンスの認知度（問８）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：NIKKEI225企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

価値協創ガイダンスの認知度 【4. 統合報告書等の開示有無】
「価値協創ガイダンスの認知度」について、統合報告書等の開示を行っている企業とそれ以外
の企業で比較すると以下のとおり。
価値協創ガイダンスの認知度 【4. 統合報告書等の開示有無】
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

統合報告等を開示
している企業は既に
利用している企業
が多い
12%
1%

48%

統合報告書等を開示している企業とそれ以外の
企業を比べて、全体として、認知度や利用状況に
大きな差異が見られる

統合報告等を開示している
企業は対話に利用することを
予定している企業が多い
23%

36%

統合報告等を開示している企業と比べ、

24% それ以外の企業は価値協創ガイダンスの

21%
7%

11%

統合報告書等を開示
n=103社

内容や公開を把握していない企業が多い

7%

5%

4%

開示なし
n=332社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「価値協創ガイダンスの認知度（問８）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、企業価値レポーティングラボ
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集計・分析結果 データ集

価値協創ガイダンスの認知度 【5. ROE 8%】
「価値協創ガイダンスの認知度」について、過去３年平均ROEが８%以上である企業とそれ
以外の企業で比較すると以下のとおり。
価値協創ガイダンスの認知度 【5. ROE 8%】
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

過去３年平均ROEが8%以上である企業と
それ以外の企業について、価値協創ガイダンスの
認知度に大きな差異や特徴は見られない
27%

2%

5%

31%

31%

33%
22%

11%

9%

ROE 8%以上
n=206社

18%
5%

3%

それ以外
n=229社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「価値協創ガイダンスの認知度（問８）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：ROEは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）

51

集計・分析結果 データ集

価値協創ガイダンスの認知度 【6. PBR 1.0】
「価値協創ガイダンスの認知度」について、過去３年平均 PBRが1.0以上である企業とそれ
以外の企業で比較すると以下のとおり。
価値協創ガイダンスの認知度 【6. PBR 1.0】
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

過去３年平均PBRが1.0以上である企業と
それ以外の企業について、価値協創ガイダンスの
認知度に大きな差異や特徴は見られない
31%

4%

4%

30%

27%

35%
20%

11%

21%

8%

4%

PBR 1以上

それ以外

n=240社

n=195社

「価値協創ガイダンスの認知度（問８）」の属性ごとの回答総数の比率（％）

5%

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

n=435社

注記：PBRは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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集計・分析結果 データ集

問９ 価値協創ガイダンスの問題点・改善点
企業経営の視点から、「価値協創ガイダンス」について、利用する上での問題点や改善が必要
と思われる点を、以下の選択肢から１つをお選びください。
価値協創ガイダンスの問題点・改善点
178社
150

「５.その他」の主な内訳

107社
100

67社

50社

50

• 実務にそぐわない
部分がある

2社
0

1

2

3

4

• 内容を十分に理解・
把握できていない

5

• 投資家の理解・認識
が不足している
• IR・広報のリソースが
不足しており、負担が
大きくなりうる 等

n=404社
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

価値協創ガイダンスの問題点・改善点【1. 時価総額別】
「価値協創ガイダンスの問題点・改善点」について、時価総額ごとに分解して比較すると以下の
とおり。
価値協創ガイダンスの問題点・改善点【1. 時価総額別】
50%
40%

43% 42%

時価総額ごとに、内容の抽象性に関する指摘を
中心に全体として差異や特徴が見られる

35%
30%

30%
20%

25%
18%

大型株は内容が内容面の
抽象性や細かさに指摘して
いる
14%

20% 20%

11%

11%
6%

10%

1%

0%

0%

0%

1. 小型株

n=222社

2. 中型株

n=100社

3. 大型株

n=113社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「価値協創ガイダンスの問題点・改善点（問９）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

価値協創ガイダンスの問題点・改善点【2. JPX400】
「価値協創ガイダンスの問題点・改善点」について、JPX400企業とそれ以外の企業で比較す
ると以下のとおり。
価値協創ガイダンスの問題点・改善点【2. JPX400】
50%
40%
30%

43%

JPX400企業とそれ以外の企業について、価値
協創ガイダンスの問題点・改善点として指摘された
点に大きな差異や特徴は見られない

35%
27%

24%

21%

20%

13%

13%
8%

10%

0%

1%

0%

JPX400企業
n=114社

それ以外

n=321社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「価値協創ガイダンスの問題点・改善点（問９）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：JPX400企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査

55

集計・分析結果 データ集

価値協創ガイダンスの問題点・改善点【3. NIKKEI225】
「価値協創ガイダンスの問題点・改善点」について、 NIKKEI225企業とそれ以外の企業で
比較すると以下のとおり。
価値協創ガイダンスの問題点・改善点【3. NIKKEI225】
50%
40%
30%

42%

NIKKEI225企業とそれ以外の企業について、
価値協創ガイダンスの問題点・改善点として指摘
された点に大きな差異や特徴は見られない

35%
25%

25%

22%

20%
9%

10%

14%

12%

0%

1%

0%

NIKKEI225企業

n=81社

-

n=354社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「価値協創ガイダンスの問題点・改善点（問９）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：NIKKEI225企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

価値協創ガイダンスの問題点・改善点【4. 統合報告書等の開示有無】
「価値協創ガイダンスの問題点・改善点」について、 統合報告書等の開示を行っている企業と
それ以外の企業で比較すると以下のとおり。
価値協創ガイダンスの認知度 【4. 統合報告書等の開示有無】
50%
40%
30%

44%
32%

統合報告書等を開示している企業は
それ以外の企業と比べて、分かりづらい
という声はさほどあがっていない

統合報告等を開示している企業とそれ以外の企業
について、具体的な利用方法を中心に全体として
に差異や特徴が見られる

29%
23%

21%

20%

14%

13%
8%

10%

0%

1%

0%

統合報告書等を開示
n=103社

開示なし

n=332社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「価値協創ガイダンスの問題点・改善点（問９）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、企業価値レポーティングラボ
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集計・分析結果 データ集

価値協創ガイダンスの問題点・改善点【5. ROE 8%】
「価値協創ガイダンスの問題点・改善点」について、過去３年平均ROEが８%以上である企
業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
価値協創ガイダンスの認知度 【5. ROE 8%】
50%
40%

44%

過去３年平均ROEが8%以上である企業と
それ以外の企業について、指摘された価値協創
ガイダンスの問題点・改善点に大きな差異や特徴
は見られない

38%

28%

30%
21%

19%

20%

14%

12%

9%

10%

0%

0%

0%

ROE 8%以上
n=206社

それ以外

n=229社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「価値協創ガイダンスの問題点・改善点（問９）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：ROEは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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集計・分析結果 データ集

価値協創ガイダンスの問題点・改善点【6. PBR 1.0】
「価値協創ガイダンスの問題点・改善点」について、過去３年平均 PBRが1.0以上である企
業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
価値協創ガイダンスの問題点・改善点【6. PBR 1.0】
50%
40%
30%

45%

過去３年平均PBRが1.0以上である企業と
それ以外の企業について、指摘された価値協創
ガイダンスの問題点・改善点に大きな差異や特徴
は見られない

38%
27%
22%

18%

20%
11%

12%

12%

10%
1%

0%

0%

PBR 1以上

n=240社

それ以外

n=195社

「価値協創ガイダンスの問題点・改善点（問９）」の属性ごとの回答総数の比率（％）

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

n=435社

注記：PBRは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）

59

集計・分析結果 データ集

問１０ 利用を支える施策
企業経営の視点から、どのようなものがあれば、「価値協創ガイダンス」を、より積極的に利用
しやすくなるか、以下の選択肢から１つをお選びください。
価値協創ガイダンスの利用を支える施策
265社
250

200
150
100

56社

63社

50

20社

0
1

2

3

4

n=404社
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

利用を支える施策 【1. 時価総額別】
「企業が価値協創ガイダンスを利用するにあたり支えとなる施策」について、時価総額ごとに分
解して比較すると以下のとおり。
利用を支える施策 【1. 時価総額別】
70%
60%

65%

58%

企業による具体的な利用事例を期待する声が
総じて高く、また、大型株の場合、ステークホルダー
の価値協創ガイダンスに対する声・評価が多い

56%

50%

40%
大型株は、ステークホルダーの価値協創
ガイダンスに対する声・評価を期待している

30%
20%

12%

15%

12%

13%

21%

11%

10%

4%

6%

5%

0%

1. 小型株

n=222社

2. 中型株

n=100社

3. 大型株

n=113社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「企業が価値協創ガイダンスを利用するにあたり支えとなる施策（問１０）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

利用を支える施策 【2. JPX400】
「企業が価値協創ガイダンスを利用するにあたり支えとなる施策」について、JPX400企業とそ
れ以外の企業で比較すると以下のとおり。
利用を支える施策 【2. JPX400】
70%
60%
50%
40%

64%

JPX400企業と比べ、それ以外の
企業は、企業による具体的な利用
事例をより期待している。

30%
20%

企業による具体的な利用事例に対する期待は
総じて高いが、とりわけJPX400企業ではない
企業の期待が大きい

52%

20%
12%

13%

12%

10%

8%

3%

0%

JPX400企業
n=114社

それ以外

n=321社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「企業が価値協創ガイダンスを利用するにあたり支えとなる施策（問１０）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：JPX400企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

利用を支える施策 【3. NIKKEI225】
「企業が価値協創ガイダンスを利用するにあたり支えとなる施策」について、NIKKEI225企
業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
利用を支える施策 【3. NIKKEI225】
70%
60%
50%
40%

57%

62%

NIKKEI225企業について、それ以外の企業と
比べて、大型株は、ステークホルダーの価値
協創ガイダンスに対する声・評価を期待している

30%

23%

20%
10%

企業による具体的な利用事例に対する期待は
総じて高く、さらにNIKKEI225企業はステーク
ホルダーの価値協創ガイダンスに対する声・評価
を期待する声が多い

14%

12%

7%

6%

4%

0%

NIKKEI225企業

n=81社

-

n=354社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「企業が価値協創ガイダンスを利用するにあたり支えとなる施策（問１０）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：NIKKEI225企業の基準は平成29年12月時点
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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集計・分析結果 データ集

利用を支える施策 【4. 統合報告書等の開示有無】
「企業が価値協創ガイダンスを利用するにあたり支えとなる施策」について、統合報告書等の
開示を行っている企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
利用を支える施策 【4. 統合報告書等の開示有無】
70%

60%
50%
40%

63%

統合報告等を開示している企業について、それ以外の
企業と比べて、ステークホルダーの価値協創ガイダンス
に対する声・評価を期待している

30%
20%

企業による具体的な利用事例に対する期待は
総じて高く、さらに統合報告書等を開示する企業
はステークホルダーの価値協創ガイダンスに対する
声・評価を期待する声が多い

54%

23%
11%

14%

12%
5%

10%

5%

0%

統合報告書等を開示
n=103社

開示なし

n=332社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「企業が価値協創ガイダンスを利用するにあたり支えとなる施策（問１０）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、企業価値レポーティングラボ
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集計・分析結果 データ集

利用を支える施策 【5. ROE 8%】
「企業が価値協創ガイダンスを利用するにあたり支えとなる施策」について、過去３年平均
ROEが８%以上である企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
利用を支える施策 【5. ROE 8%】
70%
60%

57%

64%

過去３年平均ROEが8%以上である企業と
それ以外の企業について、期待する施策内容に
大きな差異や特徴は見られない

50%
40%
30%

20%

13%

13%

14%

15%
7%

10%

2%

0%

ROE 8%以上
n=206社

それ以外

n=229社

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

「企業が価値協創ガイダンスを利用するにあたり支えとなる施策（問１０）」の属性ごとの回答総数の比率（％）
注記：ROEは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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集計・分析結果 データ集

利用を支える施策 【6. PBR 1.0】
「企業が価値協創ガイダンスを利用するにあたり支えとなる施策」について、過去３年平均
PBRが1.0以上である企業とそれ以外の企業で比較すると以下のとおり。
利用を支える施策 【6. PBR 1.0】
70%

60%

62%

過去３年平均PBRが1.0以上である企業と
それ以外の企業について、期待する施策内容に
大きな差異や特徴は見られない

60%

50%
40%
30%
20%

13%

13%

16%

12%

10%

4%

5%

0%

PBR 1以上

n=240社

それ以外

n=195社

「企業が価値協創ガイダンスを利用するにあたり支えとなる施策（問１０）」の属性ごとの回答総数の比率（％）

※赤枠は最大値と最低値の差異が10%以上の項目

n=435社

注記：PBRは直近年から過去３年間の値の単純平均となる（過去３年のデータが取得できない場合は“それ以外”としている）
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査、Bloomberg、プロネクサスeol（取得：平成30年1月）
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集計・分析結果 データ集

問１１ 価値協創ガイダンスに対するコメント
価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス（価値協創ガイダンス）」に対して、ご批判も
含めて忌憚なく、御意見・コメントを、ご記入ください。
 価値協創ガイダンスのボリュームが全２７ページもあり、少し長過ぎる気がした。端的にポイントを絞った
書き方、要点がまとめられているようなものだと内容を理解するのに役立つと思われる。
 ガイダンスの内容を知り、理解することが重要かつ先決かと思う。経営陣、幹部への周知はどのようになって
いるのか。何度か企画はなさっているのでしょうが、継続的に実施する必要がある。
 非財務情報の重要性は認知しているが、対話ガイダンスに則った対話を求めてくる投資家は少ない。
投資家サイドの論点、視点を取り入れるべきではないか？

 企業側の実例と共に、機関投資家の非財務情報の評価分析やアナリストの情報収集・分析方法などに
ついても、共有頂けると有用と考える。

指摘・コメント

 ＩＩＲＣの国際統合報告フレームワークとの関連性を明確にしてほしい。
 実際の投資家との対話では相変わらず短期的視点に基づくコミュニケーションが多い。
コーポレートガバナンス・スチュワードシップコードも含めてこれらの取り組みがいかに投資家によって活用され
ているか具体的な例を定量的に示して頂けるとありがたい。
 自社の事業の位置付けの再整理、投資家との対話での着眼点など大変参考になる内容でした。しかし
ながら、既存の企業活動においてここまでロジカルに説明しきれない部分も多いため、開示や対話に利用
する以前に活動そのもののあり方の見直しをも迫られているように感じました。
 本ガイダンス自体が世の中に周知されていないため、新聞、マスコミ等を通してより情報発信された方がよ
い。伊藤レポート、コーポレートガバナンスコードとの関係性が判りずらく、位置づけを明確にしてほしい。
n=83社

注記：回答内容から一部抜粋
出所：経済産業省 平成29年度 上場企業によるステークホルダーとの対話・コミュニケーションに関する実態調査
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別紙資料５－①

開示まとめ資料

ダイドーグループホールディングス株式会社
＜本資料について＞
 本資料は価値協創ガイダンス（以下、「ガイダンス」）に基づいて、経済産業省と各社の協働により、各社
の開示情報のうち、ガイダンスの示す各要素に該当する情報は何かを抜粋したものであり、ステークホルダー
に対する開示として整理したものではありません。
 本資料はあくまでも、統合報告・ESG対話フォーラムでのプレゼンテーション目的に作成されたものであり、委
員の所属する企業の公式な見解を示すものではありません。なお、本資料は各社の直近の開示資料より作
成されたものであり、ガイダンスとの対応関係が明示的に示されていない事項について、各社の経営姿勢や
取組状況を示すものではありません。

価値協創ガイダンスの全体像
価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

ガバナンス

事業環境、外部環境への認識
1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

2.1. 市場勢力図における
位置づけ

1.2. 社会との接点

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

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

3.3. 事業環境の変化リスク

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）

3.1. ESGに対する認識

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

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
4.2. 経営資源・無形資産
等の確保・強化
4.2.1. 人的資本への投資
4.2.2. 技術（知的資
本）への投資
4.2.2.1. 研究開発投資
4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資

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. 成長加速の時間を
短縮する方策

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

5.1 財務パフォーマンス
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

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

6.1. 経営課題解決にふさ
わしい取締役会の持
続性

6.2. 社長、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

4.4. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略
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

出所：経済産業省 価値協創ガイダンス

4.4.2. 無形資産の測定と
投資戦略 の評価・
モニタリング
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.1. 企業理念と経営のビジョン
コアビジネスである国内飲料事業を取り巻く環境が大きく変化する中、グループ全従業員が一丸となっ
て将来の持続的成長をめざすべく、2014年に新たな「グループ理念・ビジョン・スローガン」を制定し
ました。

（価値協創ガイダンス）
05. 企業は、自らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を示し、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや方法によって、それを体現するのか、基本的な考え方
を示すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、目指すべき方向性や優先して取り組む課題を示すことも有益である。
07. 投資家は、企業の目指すべき方向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を
踏まえた実施計画〔5.〕等を適切に評価することができる。
出所：統合報告書2017 ２ページ、37ページ
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.2. 社会との接点
当社グループは、企業としての強みを活かしながら、時代や環境の変化に対応した新たな価値を社会
に提供し続けることが持続的成長と中長期的な企業価値向上に繋がると考えています。その実現をめざ
して、お客様、従業員、取引先、地域社会、株主といったすべてのステークホルダーの皆様との共存共
栄を図りながら、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みであるコーポレート・ガバ
ナンスの継続的改善とチャレンジする企業風土の醸成に取り組んでいます。

（価値協創ガイダンス）
08. 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって自社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな事業機会にもなり得る。自社の理念やビジョンに基づいて、どの社会課題を経
営課題、事業機会として特定し、どのようにビジネスモデル〔2.〕、戦略〔4.〕に落とし込んでいくのかということは、企業の存在意義にも関わる重要な経営判断である。
09. 投資家が長期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどのように社会課題を自らのビジネスモデル〔2.〕に落とし込むのか、競争優位性と他社にない存在意義とのつながりを理
解することは重要な要素である。
10. 企業が、自らの経営課題、事業機会として捉えるべき社会課題を特定するに当たっては、株主、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性〔2.2.2.〕、国
際的な共通の社会課題として特定されている「持続可能な開発目標（SDGs）」等を視野に入れた国際社会における受容性を踏まえて考えていくことも有益である。
出所：統合報告書2017 34ページ
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.1. 市場勢力図における位置づけ

国内飲料事業の売上高の80%以上を占め
る主力販路である自販機は、販売数量及
び価格の変動が比較的少ないため、安定
した売上を維持しています。
一方、商品別では、売上高の50%以上は
飲料カテゴリの中でも利益率が高いコー
ヒー飲料によるものです。
「収益性の高いコーヒー飲料を中心に、
価格安定性、販売安定性が高い自販機で
販売する」という戦略により着実な業績
の確保に繋げています。

（価値協創ガイダンス）
06. ビジネスモデルを理解し、その実現可能性を評価するためには、ビジネスモデルが前提とする主な市場の付加価値連鎖（バリューチェーン）と競争環境、その中における自社の立ち位
置、競争優位をもたらす差別化要素等を把握することが必要である。
07. 企業が自らの認識を示し、投資家との対話等を通じて、投資家の認識や仮説とのずれを確認することは、自らのビジネスモデルや戦略〔4.〕を見直す契機として重要である。特に、
様々な企業を比較評価する投資家から見て、自社が差別化要素として考えているものが、競争優位性を持つと評価されているかどうかを知ることは有益である。
出所：統合報告書2017 11ページ、2017年度第３四半期決算概要43ページ
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2．ビジネスモデル
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2.2. 競争優位を確保するために不可欠な要素
医薬品配置販売業を原点としながら、現在のコ
ア事業である自販機ビジネスへ移行したDyDoグ
ループの成長は、一見、業態の変化の歴史にみえ
るかもしれません。
しかしながら当社グループが一貫して取り組ん
できたことは、まず商品を販売するネットワーク
を開拓し、その場所に応じてお客様が求める商品
をお届けしていくということです。
一般的なメーカーは、まず自社商品を開発し、
その商品を販売する販路を模索していきますが、
当社グループは、全く逆の発想で、お客様ととも
に成長してきました。そのため、自販機は私たち
の店舗であり、店舗である限りは、お客様に「ま
た訪れたい」と感じていただけるものでなくては
ならないと考えています。
そしてこの考えが、当社グループの業界におけ
る独自のポジションの確立に繋がっています。
（価値協創ガイダンス）
14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を
行い、効率性を高めていくことは、ビジネスモデルの持続可能性を支えるものである。
15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維
持・強化しようとしているのかを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最大の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかったり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように
認識し、対処しようとしているのかは、重要な情報である。
出所：統合報告書2017 8ページ
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３．持続可能性・成長性
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3.1. ESGに対する認識
当社グループは、企業としての強みを活
かしながら、時代や環境の変化に対応した
新たな価値を社会に提供し続けることが持
続的成長と中長期的な企業価値向上に繋が
ると考えています。その実現をめざして、
お客様、従業員、取引先、地域社会、株主
といったすべてのステークホルダーの皆様
との共存共栄を図りながら、透明・公正か
つ迅速・果断な意思決定を行うための仕組
みであるコーポレート・ガバナンスの継続
的改善とチャレンジする企業風土の醸成に
取り組んでいます。

（価値協創ガイダンス）
07. 特に長期的視野に立つ投資家が企業を評価する視点として、ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の重要性が高まっている。そのような投資家は ESG の個別要素を単独で評価
するのではなく、企業のビジネスモデルの持続性や戦略の実現可能性にどのように影響を与えるのかを理解するための情報として捉えている。
08. ESG の概念・範囲には様々な考え方があり、これらを超過収益の源泉ととらえる投資家もいるが、多くの投資家は少なくとも中長期的なリスク要因として認識している。また、特に企
業の持続可能性（サステナビリティ）に関連する環境・社会（E・S）と企業価値を高める前提となる規律としてのガバナンス（G）とは、性質が異なる面があると捉えている。
09. したがって、企業は自社の中長期的な企業価値やビジネスモデルの持続性に影響を与える、あるいは事業の存続そのものに対するリスクとして、どのような ESG の社会・環境要素を
特定しているか、その影響をどのように認識しているかを示すべきである。また、そのようなリスクへの対応や事業機会につなげるための取組について、戦略〔4.〕の中で示すことも有益で
ある。
10. 企業が自社にとって重要な ESG 要素を特定する際、ビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セクター）において主なリスク要因として認識されているものを念頭におくことは、
投資家の理解を得る上で有用である。その際、様々な機関が推奨する項目に沿って取り組むことは目的ではなく、むしろ自社の企業価値への影響を踏まえて自らが取り組むべき項
目を特定し、それを説明することが重要である。
11. ガバナンスに関しては、6.で掲げる事項を参照しつつ、企業が自らのビジネスモデルを実現するための戦略を着実に実行し、持続的に企業価値を高める方向での規律やインセンティブ
がはたらく仕組みとなっていることについて、投資家からの信認を得ることが重要である。
出所：統合報告書2017 34ページ
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３．持続可能性・成長性
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3.2. 主要なステーク ホルダーとの関係性の維持
当社グループのコア事業である国内飲料事業は、清涼飲料という消費者の皆様の日常生活に密着した製品を
取り扱っており、部門売上高の80%以上は地域社会に根差した自販機を通じた販売によるものです。また、自
社工場を持たず、生産・物流を全国の協力業者にすべて委託するファブレス経営により、当社は製品の企画・
開発と自販機オペレーションに経営資源を集中し、全国に約28万台を保有する自販機は当社グループの従業員
と共栄会（当社商品を取り扱う自販機運営事業者）により管理しております。
このような当社独自のビジネスモデルは、
ステークホルダーの皆様との信頼関係によ
って成り立っていることから、「人と社会
と共に喜び、共に栄える。」ことが会社と
しての責務であり、経営上の最重要課題で
あると認識しております。
そして、その実現のために、「ダイナ
ミックにチャレンジを続けていく」ため
の基盤として、透明・公正かつ迅速・果
断な意思決定を行うための仕組みである
コーポレートガバナンスを継続的に改善
していくことが、株主共同の利益に資す
るものと考えております。
（価値協創ガイダンス）
12. 自らのビジネスモデルを持続させるためには、経営資源や無形資産の確保とともに、ステークホルダー等との関係性〔2.2.2.〕を維持、強化することが必要である。特に中長期的な視
点に立てば、各ステークホルダーの利益相反を極小化して、相互に共有できる利益を拡大するビジネスモデルを設計することが、当該企業の社会的価値を盤石なものにする。
13. 投資家は、投資家以外のステークホルダー価値の創造が、投資家への持続可能で安定的な価値提供にもつながるという考え方を持っており、企業が主要なステークホルダーとどのよう
に向き合い（関係性）、ビジネスの仕組みや進め方に落とし込んでいるのかに関心がある。
14. 企業は、自社の企業理念や社会との接点に対する認識〔1.〕を踏まえ、主要なステークホルダーとの関係性をどのように構築し、その維持のためにどのような方策をとるのかを投資家に
対して示すべきである。
出所：統合報告書2017 11ページ、35ページ
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3.3. 事業環境の変化リスク

（価値協創ガイダンス）
15. 企業を取り巻く事業環境は複雑化し、IoT（Internet of Things）により常に世界とつながっている状況や、国内事業においても海外とサプライチェーンを通じてつながっている状況
等が、事業活動への脅威となるリスク要因や不確実性を増加させ、考慮すべきリスクの範囲を拡大している。このようなリスクや不確実性をどのように認識し、それに対してどのように対
応するかということは、企業の持続可能性や成長性にとって重要である。
出所：統合報告書2017 15ページ、16ページ
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4．戦略
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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
当社は創業以来、全国約28万台の自販機網を主要販路として、収益性の高いコーヒー飲料を主力商品とする
独自のビジネスモデルにより創出される安定したキャッシュ・フローと、これにより積み上げてきた内部留保に
基づく強固な財務内容により、安定した事業基盤を構築してまいりました。
しかしながら、飲料業界におきましては、今後さらに進展する少子高齢化の影響により、国内飲料市場は大き
な成長が見込めない状況の中で、収益環境は依然として厳しい状況が続いております。このような環境下におい
て時代の変化に対応し、中長期的な企業価値向上を実現するためには、共存共栄という創業の精神を大切にしつ
つも、ダイナミックにチャレンジを続けることが重要であると考えております。
当社グループは、グループ理念・グループビジョンのもと2018年度を最終年度とする5ヵ年の中期経営計画
「Challenge the Next Stage」を推進し、4つのチャレンジに取り組むことで、計画達成を1つの通過点として永続
的に発展する企業グループをめざしてまいります。

（価値協創ガイダンス）
05. 企業が戦略により達成すべき目標を示すとともに、それと整合的な形で経営資源等の確保・強化〔4.2.、4.3.〕、投資戦略・事業ポートフォリオ組替等の方策〔4.4.等〕を説明するこ
とは、投資家の理解を深める上で重要である。
07. 戦略において、企業がバリューチェーンにおける事業ポジションを維持するのか、新たなポジションに移行するのか、必要に応じて軸足を移すことが可能な仕組みを備えているかなどの概
略が示されることで、投資家は、長期的視点での投資判断に不可欠な環境変化への耐性を理解し、企業のビジネスモデルと戦略をより適切に評価することが可能となる。
出所：統合報告書2017 20ページ
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4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化
コア事業である国内飲料事業の安定的な
キャッシュ創出力は、当社グループの大きな
強みのひとつです。
今後、グループのさらなる成長の原資を生
み出すべく、自販機の環境負荷を低減させる
技術革新を利用し、固定費を大幅に削減する
とともに、これらの取り組みにより削減でき
た費用を、自販機1台あたりの売上成長に向
けた「攻めのIoT投資」に振り向けることで、
ビジネスモデルの革新とキャッシュ・フロー
の継続的拡大にチャレンジしています。
（価値協創ガイダンス）
08. 企業の戦略において、競争優位の源泉となる経営資源や無形資産等〔2.2.1.〕を確保・強化するためにどのような投資を行い、それらをどのように活用して顧客に価値を提供し、持
続的な企業価値向上につなげていくかということは重要な要素である。
09. これらの概略とともに、その成果をどのような時間軸、方法で評価するのかについて、成果指標〔5.〕等と合わせて示すことは、投資家が企業の戦略と実行力を評価する上で重要であ
る。
10. 企業のバランスシートにおいて、多くの無形資産は資産として認識されず、中長期的な価値向上を見据えた無形資産への戦略投資は当期費用の一部として取り扱われる。また、こ
れらの情報は、必ずしも企業が戦略的に捉える要素ごと、あるいはビジネスモデルが前提とする事業領域やセクター（セグメント）ごとに示されておらず、投資家に利益を圧縮する非
効率な費用としてのみ認識されるおそれがある。設備・施設等資産として認識されている有形資産への投資についても、必ずしもビジネスモデルや戦略に関連づけて示されていない。
11. したがって、企業の中長期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容を定量的、定性的に示すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献
するか、評価の指標や方法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から見て、これらの投資（費用）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して「投資収益
率（Return on Investment）」の考え方が示されることは有用である。
12. また、重要な経営資源や無形資産等の喪失リスクが顕在化した場合への対応として、他の経営資源で補完するなど（有形・無形資産を他の有形・無形資産で補完するなど）の
次善策を示すことも投資家からの信任を得る上で重要である。
13. これらの経営資源や無形資産やそれらへの投資のあり方は、事業領域や産業（セクター）によって異なるが、以下で示す主要な要素（人的資本、技術、ブランド、組織、M&A）
に関する投資家との対話における考え方を参照し、自らの戦略の中に組み込むことも有益である。
出所：統合報告書2017 27,28ページ
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4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込
当社グループにとっての喫緊の課題は、海
外飲料事業の強化・育成だと考えております。
これを効果的に推進していくために、持株会
社内に海外飲料子会社を統括する海外事業統
括部を設けました。
これにより、経営管理体制・リスク管理体
制の整備を進めるとともに、国内飲料事業と
のシナジーを発揮させるため、リソースの最
適化を図ってまいります。今後につきまして
は、トルコ・マレーシア・ロシア・中国と
いったこれまでに獲得した戦略拠点を活用す
ることで、海外におけるトップラインの飛躍
的な成長を実現し、利益面でもグループに貢
献できる事業へと育成すべく、スピード感を
もって取り組んでまいります。
（SDGｓについては今後の検討課題であり、現時点では、取り組み体制はありません）
（価値協創ガイダンス）
41. 企業が経営課題として特定した ESG 等のリスク〔3.〕について、自社のリスクマネジメントの中でどのように管理し、影響緩和のための方策を戦略に組み込んでいるかは投資家にとって
重要な情報である。
42. 戦略においては、ESG 等の要素をリスク・脅威としてのみならず、新たな事業を生み出し、また、ビジネスモデルを強化する機会としてどのように位置づけているか、そのためにどのような
投資や資源配分を行っているのかを示すことも重要である。
43. 特にグローバルな事業活動を行う企業にとっては、「持続可能な開発目標（SDGs）」等で示される国際的な社会課題に対して、自社の企業価値の持続的向上がこれら課題の解
決にもつながるという「共有価値の創造（CSV）」の観点を念頭に置くことも重要である。例えば、SDGs 等で掲げられる目標について、企業の価値観〔1.〕に基づき、自社の活動の
社会・環境への影響の大きさや企業価値を高める戦略の観点から優先順位を付けて取り組むことが考えられる。
44. 国際的に認識されている社会課題に関する枠組みを参照することは、グローバルな投資家の理解を促進し、建設的な対話を進めるために有用である。また、このような検討や対話を
通じて、企業自身が意識していなかった自社の強みや価値を認識することも重要である。
出所：統合報告書2017 24ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略

事業環境の大きな変化に対応し、グループ
としての持続的な利益成長・資本効率向上
を実現していくためには、これまでの内部
留保とグループ各社から新たに創出される
キャッシュを成長の原資に、ヘルスケア領
域などの収益性・成長性の高い新たな事業
領域を獲得していくことも重要な課題であ
ると考えております。
持株会社に、M&A 戦略に機動的に対応で
きる組織体制を整備し、グループの新たな
収益の柱の獲得に向け、積極的にチャレン
ジしてまいります。

（価値協創ガイダンス）
45. 有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分を最適化することにより、持続的な企業価値向上を実現することは、企業の経営者が行う重要な意思決定である。
46. 経営資源・資本配分を最適化するためには、自社のビジネスモデル〔2.〕においてそれぞれの投資がどのように中長期的な収益や企業価値向上に寄与するのか、それらをどのように評
価・モニタリングして投資判断を行うかといったことが重要となる。
47. 投資家にとって、個別の経営資源や無形資産への投資判断〔4.2.等〕のみならず、企業が全体戦略の中で事業ポートフォリオをどのように構築し、組み替えていくのか、それぞれの経
営資源や資産の関係性をどのように捉えているのかを理解することは重要である。
出所：統合報告書2017 24ページ

13

5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.1. 財務パフォーマンス

（企業価値ガイダンス）
03. 企業の持続的な企業価値向上は、中長期的に資本コストを上回る財務パフォーマンス（キャッシュリターン）をあげることによって実現され、投資家はそうした価値創造に期待して長
期投資を行うことができる。
04. したがって、経営者がこれまでの自社の価値創造をどのように認識しているのか、また、企業価値向上に向けた戦略を実現する過程で足下の財政状態や経営成績をどのように分
析・評価しているのかということは、投資家にとって重要な情報である。
出所：統合報告書2017

21,22ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.2. 戦略の進捗を示す独自KPIの設定

（企業価値ガイダンス）
09. 企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）を示すことは有益だが、それだけでは企業がそれを達成するためにどのような具体的行動を取るかが見えにくいため、投資
家にとって説得力ある KPI にはならない。
10. そのため、自社固有の戦略〔4.〕に沿って将来の経営計画を策定し、その進捗状況を検証するための定量・定性それぞれの企業独自の KPI を設定することが求められる。
11. また、KPI の変更は、重要な戦略の変更を行ったことと理解されるため、その理由を投資家に対し示すことが有益である。
出所：統合報告書2017 23,24ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.3. 企業価値創造と独自KPIの接続による価値創造設計

（企業価値ガイダンス）
12. 企業独自の KPI を追求することで、企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）とのつながりが見えにくくなることがある。例えば、独自 KPI が細かすぎることで投資
家が理解しきれず、評価不能な情報となるおそれがある。
13. したがって、企業は、全体としての価値創造に関連するKPIを分解した結果が独自のKPIに結びつくように、または、独自の KPI を積み上げた結果が企業価値創造の KPI に接続す
るように KPI を設定し、組織全体として価値創造プロセスが実現するような設計を意識すべきである。
出所：2016年度決算説明会資料 30ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.4. 資本コストに対する認識
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
＜原則５－２＞
中期経営計画における資本効率に関する目標の提示
2018年度を最終年度とした中期経営計画「Challenge the Next Stage」を策定し、「既存事
業成長へのChallenge」「商品力強化へのChallenge」「海外展開へのChallenge」「新たな事業
基盤の確立へのChallenge」の4つのチャレンジに取り組んでおります。
中期経営目標としては、成長性と収益性を最もシンプルにあらわす指標として、連結売上高
2,000億円、営業利益率4％を掲げております。
資本効率については、具体的な目標数値を設定・公表しておりませんが、2017年1月21日から
の持株会社体制に移行にあわせて、各事業会社の経営管理指標として、これまでの「売上高」
「営業利益率」に加えて、「ROA」「ROIC」を投資効率指標として設定し、事業会社ごとの資
本効率の明確化と現場までつながった指標の展開により、グループ全体の収益性と効率性の向上
を図ってまいります。
また、内部留保については、戦略的事業投資に優先的に充当し、ヘルスケア領域などの収益
性・成長性の高い新たな事業領域を獲得していくことなどの取り組みにより、資本効率のさらな
る改善を図ってまいります。

（企業価値ガイダンス）
15. 全体の企業価値創造に関連する KPI が意識されるとともに、自社の投資判断においても資本コストを超過するリターンを求める意志が伝わることは投資家の評価を得る上で重要で
ある。
16. 資本コストは市場が期待する収益率であり、負債コストと株式コストの加重平均（WACC）といった考え方もあるが、絶対的な定義はない。企業は、資本コストを投資家との間の信
頼関係や期待等を反映した総合的なものとして認識し、これに対する考え方を自社の経済的価値・株主価値の創出状況の認識の中で示すことが重要である。
出所：コーポレートガバナンス報告書 2ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.5. 企業価値創造の達成度評価

(定量的なKPIに関する達成度評価は実施しておりません）
（価値協創ガイダンス）
17. KPI の設定後には、その達成状況を投資家に示すことが重要である。特に、達成できなかった場合においては、その理由を事業環境要因のみでなく、自社のビジネスモデル及び戦略
に照らし合わせて説明することが投資家の理解を得る上で重要である。
18. 企業にとって、そのような対話の積み重ねを通じて、事業環境要因に左右されにくい戦略の精緻化や高度化を図り、経営力を高めるための PDCA サイクルとしていくことは有益である。
投資家が、そのような企業との対話を通じてKPIやその背景となる戦略を理解することは、企業に対する信頼を高めるためにも重要である。
出所：統合報告書2017 21ページ、2016年度決算説明会資料26,27ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
＜補充原則４－１－３＞
最高経営責任者等の後継者の計画
当社の代表取締役社長である高松富也は、2014年４月の社長就任以来、新たに制定したグループ理念、
グループビジョンのもと、ステークホルダーの皆様の立場を踏まえた中長期視点の経営スタンスと迅速・
果断な意思決定をもって経営の舵取りを行い、強いリーダーシップを発揮しております。
近年、飲料業界を取り巻く経営環境は大きく変化しており、国内飲料市場は少子高齢化等の影響により
大きな成長を見込めない状況の中で、収益環境は極めて厳しい状況となってきております。このような経
営環境の激変に対応し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、大株主でもある創
業家出身の経営陣幹部が先頭に立ち、迅速・果断な意思決定を行う体制を維持しながら、より一層の透明
性の向上を図っていくことが株主共同の利益に資すると考えております。
このようなことから、現時点では、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は有しておりませ
んが、経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するた
めの重要な課題であるとの認識のもと、2016年度より、次世代幹部育成を目的とした研修プログラム
「DyDo Innovation Academy」を創設し、将来を見据えた計画的な人材育成を図っていくこととしてお
ります。

（価値協創ガイダンス）
03. 投資家は、一連の企業行動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能なものであるかを投資判断に必要な情報としている。企業が戦略を実行する上での課題解決にふさわしい経
営陣や取締役が適時・適切に選任され、成果に応じた評価がなされているか、また、そのような仕組みが組織として継続的に確保できるかということを重視している。
04. 企業には、経営方針や優先する経営課題を投資家と共有するとともに、その課題解決および実行に最もふさわしい経営陣の資質及びそのような経営者を選任・育成するための後
継者計画（サクセッション・プラン）を示すとともに、取締役会がそのような仕組みを持続的に確保できることを示すことが求められる。
出所：コーポレートガバナンス報告書 2ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.2. 社長、経営陣のスキルおよび多様性
取締役会による経営陣幹部の選任と取締役・監査役
候補の指名方針と手続
業務執行取締役については、当社業務に精通し、人
格・識見・実行力ともにすぐれた人物を候補者として選
任することとしており、社外取締役については、高度な
専門性と豊富な経験を有し、独立的な立場から取締役
会の適切な意思決定に対する助言や経営陣に対する
実効性の高い監督などコーポレートガバナンスの充実
に資する人物を候補者として選任することとしておりま
す。社外監査役については、財務・会計・法律などの
専門家として高度な専門知識と豊富な知見を有し、高
い独立性と高所大所からの観点をもって監査を担うこ
とのできる人物を候補者として選任することとしており
ます。
経営陣幹部については、ステークホルダーの皆様の
立場を踏まえた中長期視点の経営スタンスと迅速・果
断な意思決定をもって経営の舵取りを行い、強いリー
ダーシップを発揮できる能力を重視して指名します。

（※）招集通知に記載する個々の候補者の選任理由は、
決算発表と同時に公表

（価値協創ガイダンス）
05. 投資家は、業務執行を担う経営陣（企業の経営判断を担う社長・CEO、業務執行取締役、執行役・執行役員その他重要な使用人）が、求められる資質や能力を備えているこ
と、そして意思決定した事項を着実に実行することを求めている。さらに、取締役会や経営陣全体としての機能を発揮するため、属性や経験、能力等の多様性（ダイバーシティ）が
確保されていること、透明性・合理性の高い意思決定を行う仕組みが担保されていることを重視している。
06. 企業には、これらに関する自社の考え方を明確にしつつ、投資家との対話からの示唆も活用して、情報提供を行うことが求められる。
出所：コーポレートガバナンス報告書 4ページ、2016年度決算説明会資料 42～44ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.3. 社外役員のスキルおよび多様性

（価値協創ガイダンス）
07. 投資家は、主として業務執行に対する監督の役割を担う社外役員（社外取締役等）に対して、一般株主の利益を確保する観点から、独立した客観的な立場とその意思を有し
ていることを前提条件として求めている。さらに、個々の社外役員が業務執行を担う経営陣等と対等の議論をするに十分な能力や、経験を有しており、また、社外役員全体として多
様性が確保されることで、一般株主との利益相反の監督のために活動・貢献することを求めている。
08. 企業には、社外役員の経歴や属性、実際に果たした役割等に関する情報を示すとともに、必要に応じて社外取締役等が投資家への情報発信や対話を行うなど積極的な対応が求
められる。
出所：統合報告書2017 37,51,52ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.4. 戦略的意思決定の監督・評価

（価値協創ガイダンス）
09. 投資家は、十分なスキルおよび多様性を備えた取締役、特に社外取締役等が、自らに代わって業務執行を担う経営陣の戦略的意思決定を適切に監督・評価（モニタリング）する
ことを求めている。企業にはその仕組みとモニタリングの結果を投資家に示していくことが求められる。
出所：統合報告書2017 41,42ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.5. 利益分配の方針
現在の当社のステージはグループとしてのさらなる発展にむけた投資が必要な時期であると考えており、
内部留保につきましては、戦略的事業投資に優先的に充当してまいります。株主還元については、当面、安
定配当を維持継続し、「資本の有効活用」「財務健全性の維持」とのバランスに配慮しながら持続的利益成
長の実現により、中長期的な増配基調をめざしてまいります。

（価値協創ガイダンス）
10. 投資家にとって、企業の利益分配は最も確実な収益の源泉であり、その方針は投資判断における重要な情報である。企業には、利益分配の方針を投資家に示すことが求められる。
出所：統合報告書201725ページ、2016年度決算説明会資料 37ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.6. 役員報酬制度の設計と結果
取締役会による経営陣幹部・取締役の報
酬を決定するにあたっての方針と手続
取締役の報酬については、基本報酬と賞
与で構成しており、個別の基本報酬の水
準はその職責に応じて設定しております。
また、賞与については、年度の業績に応
じてその金額を決定することとしており
ます。
2017年１月21日の持株会社体制への
移行にあわせて、業績の達成度に応じて
当社株式を給付する業績連動型インセン
ティブ制度を導入し、当社グループの持
続的成長と中長期的な企業価値向上に資
するものとしております。なお、業務執
行から独立した立場にある社外取締役お
よび取締役会長は、業績連動型インセン
ティブ制度の対象者ではありません。

（価値協創ガイダンス）
11. 投資家は、役員報酬の金額自体よりも、役員報酬が企業の経営戦略や業績とどのように連動しているのか、また、経営方針や責任と整合的かといった制度設計の考え方を確認し、
企業評価において考慮する。
12. 企業には、成果や KPI〔5.〕との関連性を含め、報酬に関する制度設計の考え方を示すことが求められる。また、役員報酬と企業価値向上への寄与について投資家の理解と信任を
得られるよう努めることが重要である。
出所：コーポレートガバナンス報告書3ページ、統合報告書2017 39ページ
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6．ガバナンス

価値観
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成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題
取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに高め
ていくための今後の課題は以下の通りです。
（1）取締役会の構成については、海外における事
業展開の加速や事業領域の拡大等の経営戦略の
進展に応じて、さらに多様な人材の登用を行うこと。

（2）取締役会の議題については、審議事項の絞り
込みを行い、グループ経営における企業戦略の大
きな方向性や、海外事業の重要性の高まりに対応
したリスクマネジメントのあり方などに関する建設的
議論をより一層深めていくこと。
（3）取締役会の運営については、社外役員への情
報提供のあり方、議題の重要性に応じた審議時間
の配分、資料内容やその説明の方法等に工夫の
余地があること。

（価値協創ガイダンス）
13. 投資家は、取締役会が自らの意思決定の責任を負い、実効性あるものとなっているかを客観的に評価することを求めている。企業には、その評価の結果や改善に向けて取り組むべき
優先課題を投資家に示すことが求められる。
出所：統合報告書2017 41ページ
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別紙資料５－②

開示まとめ資料

株式会社丸井グループ
＜本資料について＞
 本資料は価値協創ガイダンス（以下、「ガイダンス」）に基づいて、経済産業省と各社の協働により、各社
の開示情報のうち、ガイダンスの示す各要素に該当する情報は何かを抜粋したものであり、ステークホルダー
に対する開示として整理したものではありません。
 本資料はあくまでも、統合報告・ESG対話フォーラムでのプレゼンテーション目的に作成されたものであり、委
員の所属する企業の公式な見解を示すものではありません。なお、本資料は各社の直近の開示資料より作
成されたものであり、ガイダンスとの対応関係が明示的に示されていない事項について、各社の経営姿勢や
取組状況を示すものではありません。

価値協創ガイダンスの全体像
価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

ガバナンス

事業環境、外部環境への認識
1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

2.1. 市場勢⼒図における
位置づけ

1.2. 社会との接点

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

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

3.3. 事業環境の変化リスク

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）

3.1. ESGに対する認識

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

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
4.2. 経営資源・無形資産
等の確保・強化
4.2.1. ⼈的資本への投資
4.2.2. 技術（知的資
本）への投資
4.2.2.1. 研究開発投資
4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資

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

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

5.1 財務パフォーマンス
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

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

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

4.4. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略
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

出所︓経済産業省 価値協創ガイダンス

4.4.2. 無形資産の測定と
投資戦略 の評価・
モニタリング
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.1. 企業理念と経営のビジョン

（価値協創ガイダンス）
05. 企業は、⾃らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を⽰し、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや⽅法によって、それを体現するのか、基本的な考え⽅
を⽰すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、⽬指すべき⽅向性や優先して取り組む課題を⽰すことも有益である。
07. 投資家は、企業の⽬指すべき⽅向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を
踏まえた実施計画〔5.〕等を適切に評価することができる。
出所︓丸井グループＨＰ,共創サステナビリティレポート2017 1ページ
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.2. 社会との接点

（価値協創ガイダンス）
08. 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって⾃社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな事業機会にもなり得る。⾃社の理念やビジョンに基づいて、どの社会課題を経
営課題、事業機会として特定し、どのようにビジネスモデル〔2.〕、戦略〔4.〕に落とし込んでいくのかということは、企業の存在意義にも関わる重要な経営判断である。
09. 投資家が⻑期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどのように社会課題を⾃らのビジネスモデル〔2.〕に落とし込むのか、競争優位性と他社にない存在意義とのつながりを理
解することは重要な要素である。
10. 企業が、⾃らの経営課題、事業機会として捉えるべき社会課題を特定するに当たっては、株主、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性〔2.2.2.〕、国
際的な共通の社会課題として特定されている「持続可能な開発⽬標（SDGs）」等を視野に⼊れた国際社会における受容性を踏まえて考えていくことも有益である。
出所︓決算説明会資料「2017年3⽉期決算説明と今後の展望」 31.32ページ
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.1. 市場勢⼒図における位置づけ

（価値協創ガイダンス）
06. ビジネスモデルを理解し、その実現可能性を評価するためには、ビジネスモデルが前提とする主な市場の付加価値連鎖（バリューチェーン）と競争環境、その中における⾃社の⽴ち位
置、競争優位をもたらす差別化要素等を把握することが必要である。
07. 企業が⾃らの認識を⽰し、投資家との対話等を通じて、投資家の認識や仮説とのずれを確認することは、⾃らのビジネスモデルや戦略〔4.〕を⾒直す契機として重要である。特に、
様々な企業を⽐較評価する投資家から⾒て、⾃社が差別化要素として考えているものが、競争優位性を持つと評価されているかどうかを知ることは有益である。
出所︓共創経営レポート2017 26.27ページ
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可⽋な要素

（価値協創ガイダンス）
14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を
⾏い、効率性を⾼めていくことは、ビジネスモデルの持続可能性を⽀えるものである。
15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維
持・強化しようとしているのかを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最⼤の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかったり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように
認識し、対処しようとしているのかは、重要な情報である。
出所︓共創経営レポート2017 28.29ページ
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可⽋な要素
⼩売事業

フィンテック事業

（価値協創ガイダンス）
14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を
⾏い、効率性を⾼めていくことは、ビジネスモデルの持続可能性を⽀えるものである。
15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維
持・強化しようとしているのかを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最⼤の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかったり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように
認識し、対処しようとしているのかは、重要な情報である。
出所︓共創経営レポート2017 30.38.39ページ
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.1. ESGに対する認識

（価値協創ガイダンス）
07. 特に⻑期的視野に⽴つ投資家が企業を評価する視点として、ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の重要性が⾼まっている。そのような投資家は ESG の個別要素を単独で評価
するのではなく、企業のビジネスモデルの持続性や戦略の実現可能性にどのように影響を与えるのかを理解するための情報として捉えている。
08. ESG の概念・範囲には様々な考え⽅があり、これらを超過収益の源泉ととらえる投資家もいるが、多くの投資家は少なくとも中⻑期的なリスク要因として認識している。また、特に企
業の持続可能性（サステナビリティ）に関連する環境・社会（E・S）と企業価値を⾼める前提となる規律としてのガバナンス（G）とは、性質が異なる⾯があると捉えている。
09. したがって、企業は⾃社の中⻑期的な企業価値やビジネスモデルの持続性に影響を与える、あるいは事業の存続そのものに対するリスクとして、どのような ESG の社会・環境要素を
特定しているか、その影響をどのように認識しているかを⽰すべきである。また、そのようなリスクへの対応や事業機会につなげるための取組について、戦略〔4.〕の中で⽰すことも有益で
ある。
10. 企業が⾃社にとって重要な ESG 要素を特定する際、ビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セクター）において主なリスク要因として認識されているものを念頭におくことは、
投資家の理解を得る上で有⽤である。その際、様々な機関が推奨する項⽬に沿って取り組むことは⽬的ではなく、むしろ⾃社の企業価値への影響を踏まえて⾃らが取り組むべき項
⽬を特定し、それを説明することが重要である。
11. ガバナンスに関しては、6.で掲げる事項を参照しつつ、企業が⾃らのビジネスモデルを実現するための戦略を着実に実⾏し、持続的に企業価値を⾼める⽅向での規律やインセンティブ
がはたらく仕組みとなっていることについて、投資家からの信認を得ることが重要である。
出所︓丸井グループＨＰ
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.2. 主要なステーク ホルダーとの関係性の維持

（価値協創ガイダンス）
12. ⾃らのビジネスモデルを持続させるためには、経営資源や無形資産の確保とともに、ステークホルダー等との関係性〔2.2.2.〕を維持、強化することが必要である。特に中⻑期的な視
点に⽴てば、各ステークホルダーの利益相反を極⼩化して、相互に共有できる利益を拡⼤するビジネスモデルを設計することが、当該企業の社会的価値を盤⽯なものにする。
13. 投資家は、投資家以外のステークホルダー価値の創造が、投資家への持続可能で安定的な価値提供にもつながるという考え⽅を持っており、企業が主要なステークホルダーとどのよう
に向き合い（関係性）、ビジネスの仕組みや進め⽅に落とし込んでいるのかに関⼼がある。
14. 企業は、⾃社の企業理念や社会との接点に対する認識〔1.〕を踏まえ、主要なステークホルダーとの関係性をどのように構築し、その維持のためにどのような⽅策をとるのかを投資家に
対して⽰すべきである。
出所︓共創経営レポート2017 2.3ページ
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.3. 事業環境の変化リスク

（価値協創ガイダンス）
15. 企業を取り巻く事業環境は複雑化し、IoT（Internet of Things）により常に世界とつながっている状況や、国内事業においても海外とサプライチェーンを通じてつながっている状況
等が、事業活動への脅威となるリスク要因や不確実性を増加させ、考慮すべきリスクの範囲を拡⼤している。このようなリスクや不確実性をどのように認識し、それに対してどのように対
応するかということは、企業の持続可能性や成⻑性にとって重要である。
出所︓決算説明会資料「2017年3⽉期決算説明と今後の展望」 31.32ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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

（価値協創ガイダンス）
05. 企業が戦略により達成すべき⽬標を⽰すとともに、それと整合的な形で経営資源等の確保・強化〔4.2.、4.3.〕、投資戦略・事業ポートフォリオ組替等の⽅策〔4.4.等〕を説明するこ
とは、投資家の理解を深める上で重要である。
07. 戦略において、企業がバリューチェーンにおける事業ポジションを維持するのか、新たなポジションに移⾏するのか、必要に応じて軸⾜を移すことが可能な仕組みを備えているかなどの概
略が⽰されることで、投資家は、⻑期的視点での投資判断に不可⽋な環境変化への耐性を理解し、企業のビジネスモデルと戦略をより適切に評価することが可能となる。
出所︓ポーター賞
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化

（価値協創ガイダンス）
08. 企業の戦略において、競争優位の源泉となる経営資源や無形資産等〔2.2.1.〕を確保・強化するためにどのような投資を⾏い、それらをどのように活⽤して顧客に価値を提供し、持
続的な企業価値向上につなげていくかということは重要な要素である。
09. これらの概略とともに、その成果をどのような時間軸、⽅法で評価するのかについて、成果指標〔5.〕等と合わせて⽰すことは、投資家が企業の戦略と実⾏⼒を評価する上で重要であ
る。
10. 企業のバランスシートにおいて、多くの無形資産は資産として認識されず、中⻑期的な価値向上を⾒据えた無形資産への戦略投資は当期費⽤の⼀部として取り扱われる。また、こ
れらの情報は、必ずしも企業が戦略的に捉える要素ごと、あるいはビジネスモデルが前提とする事業領域やセクター（セグメント）ごとに⽰されておらず、投資家に利益を圧縮する⾮
効率な費⽤としてのみ認識されるおそれがある。設備・施設等資産として認識されている有形資産への投資についても、必ずしもビジネスモデルや戦略に関連づけて⽰されていない。
11. したがって、企業の中⻑期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容を定量的、定性的に⽰すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献
するか、評価の指標や⽅法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から⾒て、これらの投資（費⽤）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して「投資収益
率（Return on Investment）」の考え⽅が⽰されることは有⽤である。
12. また、重要な経営資源や無形資産等の喪失リスクが顕在化した場合への対応として、他の経営資源で補完するなど（有形・無形資産を他の有形・無形資産で補完するなど）の
次善策を⽰すことも投資家からの信任を得る上で重要である。
13. これらの経営資源や無形資産やそれらへの投資のあり⽅は、事業領域や産業（セクター）によって異なるが、以下で⽰す主要な要素（⼈的資本、技術、ブランド、組織、M&A）
に関する投資家との対話における考え⽅を参照し、⾃らの戦略の中に組み込むことも有益である。
出所︓決算説明会資料「2017年3⽉期 決算説明と 今後の展望」35ページ、決算説明会資料「2018年3⽉期 第2四半期決算説明と 今後の展望」43ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込

（価値協創ガイダンス）
41. 企業が経営課題として特定した ESG 等のリスク〔3.〕について、⾃社のリスクマネジメントの中でどのように管理し、影響緩和のための⽅策を戦略に組み込んでいるかは投資家にとって
重要な情報である。
42. 戦略においては、ESG 等の要素をリスク・脅威としてのみならず、新たな事業を⽣み出し、また、ビジネスモデルを強化する機会としてどのように位置づけているか、そのためにどのような
投資や資源配分を⾏っているのかを⽰すことも重要である。
43. 特にグローバルな事業活動を⾏う企業にとっては、「持続可能な開発⽬標（SDGs）」等で⽰される国際的な社会課題に対して、⾃社の企業価値の持続的向上がこれら課題の解
決にもつながるという「共有価値の創造（CSV）」の観点を念頭に置くことも重要である。例えば、SDGs 等で掲げられる⽬標について、企業の価値観〔1.〕に基づき、⾃社の活動の
社会・環境への影響の⼤きさや企業価値を⾼める戦略の観点から優先順位を付けて取り組むことが考えられる。
44. 国際的に認識されている社会課題に関する枠組みを参照することは、グローバルな投資家の理解を促進し、建設的な対話を進めるために有⽤である。また、このような検討や対話を
通じて、企業⾃⾝が意識していなかった⾃社の強みや価値を認識することも重要である。
出所︓共創サステナビリティレポート2017 38ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略

（価値協創ガイダンス）
45. 有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分を最適化することにより、持続的な企業価値向上を実現することは、企業の経営者が⾏う重要な意思決定である。
46. 経営資源・資本配分を最適化するためには、⾃社のビジネスモデル〔2.〕においてそれぞれの投資がどのように中⻑期的な収益や企業価値向上に寄与するのか、それらをどのように評
価・モニタリングして投資判断を⾏うかといったことが重要となる。
47. 投資家にとって、個別の経営資源や無形資産への投資判断〔4.2.等〕のみならず、企業が全体戦略の中で事業ポートフォリオをどのように構築し、組み替えていくのか、それぞれの経
営資源や資産の関係性をどのように捉えているのかを理解することは重要である。
出所︓共創経営レポート 79ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.1. 財務パフォーマンス

（企業価値ガイダンス）
03. 企業の持続的な企業価値向上は、中⻑期的に資本コストを上回る財務パフォーマンス（キャッシュリターン）をあげることによって実現され、投資家はそうした価値創造に期待して⻑
期投資を⾏うことができる。
04. したがって、経営者がこれまでの⾃社の価値創造をどのように認識しているのか、また、企業価値向上に向けた戦略を実現する過程で⾜下の財政状態や経営成績をどのように分
析・評価しているのかということは、投資家にとって重要な情報である。
出所︓決算説明会資料「2017年3⽉期決算説明と今後の展望」 3.8ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.2. 戦略の進捗を⽰す独⾃KPIの設定

（企業価値ガイダンス）
09. 企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）を⽰すことは有益だが、それだけでは企業がそれを達成するためにどのような具体的⾏動を取るかが⾒えにくいため、投資
家にとって説得⼒ある KPI にはならない。
10. そのため、⾃社固有の戦略〔4.〕に沿って将来の経営計画を策定し、その進捗状況を検証するための定量・定性それぞれの企業独⾃の KPI を設定することが求められる。
11. また、KPI の変更は、重要な戦略の変更を⾏ったことと理解されるため、その理由を投資家に対し⽰すことが有益である。
出所︓丸井グループＨＰ、決算説明会資料「2016年3⽉期第2四半期決算説明会」 40ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.3. 企業価値創造と独⾃KPIの接続による価値創造設計

（企業価値ガイダンス）
12. 企業独⾃の KPI を追求することで、企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）とのつながりが⾒えにくくなることがある。例えば、独⾃ KPI が細かすぎることで投資
家が理解しきれず、評価不能な情報となるおそれがある。
13. したがって、企業は、全体としての価値創造に関連するKPIを分解した結果が独⾃のKPIに結びつくように、または、独⾃の KPI を積み上げた結果が企業価値創造の KPI に接続す
るように KPI を設定し、組織全体として価値創造プロセスが実現するような設計を意識すべきである。
出所︓MARUI IR DAY 「事業中期経営計画進捗説明会」 21ページ 、丸井グループの成⻑戦略・資本政策 19ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.4. 資本コストに対する認識

（企業価値ガイダンス）
15. 全体の企業価値創造に関連する KPI が意識されるとともに、⾃社の投資判断においても資本コストを超過するリターンを求める意志が伝わることは投資家の評価を得る上で重要で
ある。
16. 資本コストは市場が期待する収益率であり、負債コストと株式コストの加重平均（WACC）といった考え⽅もあるが、絶対的な定義はない。企業は、資本コストを投資家との間の信
頼関係や期待等を反映した総合的なものとして認識し、これに対する考え⽅を⾃社の経済的価値・株主価値の創出状況の認識の中で⽰すことが重要である。
出所︓丸井グループＨＰ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.5. 企業価値創造の達成度評価

（価値協創ガイダンス）
17. KPI の設定後には、その達成状況を投資家に⽰すことが重要である。特に、達成できなかった場合においては、その理由を事業環境要因のみでなく、⾃社のビジネスモデル及び戦略
に照らし合わせて説明することが投資家の理解を得る上で重要である。
18. 企業にとって、そのような対話の積み重ねを通じて、事業環境要因に左右されにくい戦略の精緻化や⾼度化を図り、経営⼒を⾼めるための PDCA サイクルとしていくことは有益である。
投資家が、そのような企業との対話を通じてKPIやその背景となる戦略を理解することは、企業に対する信頼を⾼めるためにも重要である。
出所︓共創経営レポート2017 73ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続

（価値協創ガイダンス）
03. 投資家は、⼀連の企業⾏動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能なものであるかを投資判断に必要な情報としている。企業が戦略を実⾏する上での課題解決にふさわしい経
営陣や取締役が適時・適切に選任され、成果に応じた評価がなされているか、また、そのような仕組みが組織として継続的に確保できるかということを重視している。
04. 企業には、経営⽅針や優先する経営課題を投資家と共有するとともに、その課題解決および実⾏に最もふさわしい経営陣の資質及びそのような経営者を選任・育成するための後
継者計画（サクセッション・プラン）を⽰すとともに、取締役会がそのような仕組みを持続的に確保できることを⽰すことが求められる。
出所︓決算説明会資料「2016年3⽉期第2四半期決算説明会」 43ページ 、 共創経営レポート2017 89ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.2. 社⻑、経営陣のスキルおよび多様性

（価値協創ガイダンス）
05. 投資家は、業務執⾏を担う経営陣（企業の経営判断を担う社⻑・CEO、業務執⾏取締役、執⾏役・執⾏役員その他重要な使⽤⼈）が、求められる資質や能⼒を備えているこ
と、そして意思決定した事項を着実に実⾏することを求めている。さらに、取締役会や経営陣全体としての機能を発揮するため、属性や経験、能⼒等の多様性（ダイバーシティ）が
確保されていること、透明性・合理性の⾼い意思決定を⾏う仕組みが担保されていることを重視している。
06. 企業には、これらに関する⾃社の考え⽅を明確にしつつ、投資家との対話からの⽰唆も活⽤して、情報提供を⾏うことが求められる。
出所︓共創経営レポート2017 96〜98ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.3. 社外役員のスキルおよび多様性

（価値協創ガイダンス）
07. 投資家は、主として業務執⾏に対する監督の役割を担う社外役員（社外取締役等）に対して、⼀般株主の利益を確保する観点から、独⽴した客観的な⽴場とその意思を有し
ていることを前提条件として求めている。さらに、個々の社外役員が業務執⾏を担う経営陣等と対等の議論をするに⼗分な能⼒や、経験を有しており、また、社外役員全体として多
様性が確保されることで、⼀般株主との利益相反の監督のために活動・貢献することを求めている。
08. 企業には、社外役員の経歴や属性、実際に果たした役割等に関する情報を⽰すとともに、必要に応じて社外取締役等が投資家への情報発信や対話を⾏うなど積極的な対応が求
められる。
出所︓共創経営レポート2017 84〜86ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.4. 戦略的意思決定の監督・評価

（価値協創ガイダンス）
09. 投資家は、⼗分なスキルおよび多様性を備えた取締役、特に社外取締役等が、⾃らに代わって業務執⾏を担う経営陣の戦略的意思決定を適切に監督・評価（モニタリング）する
ことを求めている。企業にはその仕組みとモニタリングの結果を投資家に⽰していくことが求められる。
出所︓共創経営レポート2017 88ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.5. 利益分配の⽅針

（価値協創ガイダンス）
10. 投資家にとって、企業の利益分配は最も確実な収益の源泉であり、その⽅針は投資判断における重要な情報である。企業には、利益分配の⽅針を投資家に⽰すことが求められる。
出所︓決算説明資料「2016年3⽉期丸井グループ決算説明会」 43.44ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.6. 役員報酬制度の設計と結果

（価値協創ガイダンス）
11. 投資家は、役員報酬の⾦額⾃体よりも、役員報酬が企業の経営戦略や業績とどのように連動しているのか、また、経営⽅針や責任と整合的かといった制度設計の考え⽅を確認し、
企業評価において考慮する。
12. 企業には、成果や KPI〔5.〕との関連性を含め、報酬に関する制度設計の考え⽅を⽰すことが求められる。また、役員報酬と企業価値向上への寄与について投資家の理解と信任を
得られるよう努めることが重要である。
出所︓決算説明会資料「2016年3⽉期第2四半期決算説明」 43ページ 、有価証券報告書 42ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題

（価値協創ガイダンス）
13. 投資家は、取締役会が⾃らの意思決定の責任を負い、実効性あるものとなっているかを客観的に評価することを求めている。企業には、その評価の結果や改善に向けて取り組むべき
優先課題を投資家に⽰すことが求められる。
出所︓決算説明会資料「2017年3⽉期決算説明と今後の展望」 36ページ
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別紙資料５－③

開示まとめ資料

株式会社スタートトゥデイ
＜本資料について＞
 本資料は価値協創ガイダンス（以下、「ガイダンス」）に基づいて、経済産業省と各社の協働により、各社
の開示情報のうち、ガイダンスの示す各要素に該当する情報は何かを抜粋したものであり、ステークホルダー
に対する開示として整理したものではありません。
 本資料はあくまでも、統合報告・ESG対話フォーラムでのプレゼンテーション目的に作成されたものであり、委
員の所属する企業の公式な見解を示すものではありません。なお、本資料は各社の直近の開示資料より作
成されたものであり、ガイダンスとの対応関係が明示的に示されていない事項について、各社の経営姿勢や
取組状況を示すものではありません。

価値協創ガイダンスの全体像
価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

ガバナンス

事業環境、外部環境への認識
1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

2.1. 市場勢⼒図における
位置づけ

1.2. 社会との接点

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

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

3.3. 事業環境の変化リスク

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）

3.1. ESGに対する認識

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

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
4.2. 経営資源・無形資産
等の確保・強化
4.2.1. ⼈的資本への投資
4.2.2. 技術（知的資
本）への投資
4.2.2.1. 研究開発投資
4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資

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

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

5.1 財務パフォーマンス
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

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

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

4.4. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略
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

出所︓経済産業省 価値協創ガイダンス

4.4.2. 無形資産の測定と
投資戦略 の評価・
モニタリング
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１．価値観

価値観

持続可能性・
成⻑性

ビジネスモデル

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.1. 企業理念と経営のビジョン
企業理念等の開⽰
有価証券報告書、および決算短信上にて
「会社の経営⽅針」として、企業理念、経営
理念、事業理念を記載している。

web上の開⽰
web上では、よりビジュアライズ化された形で
⾃社の企業理念等を提⽰している。

（価値協創ガイダンス）
05. 企業は、⾃らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を⽰し、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや⽅法によって、それを体現するのか、基本的な考え⽅
を⽰すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、⽬指すべき⽅向性や優先して取り組む課題を⽰すことも有益である。
07. 投資家は、企業の⽬指すべき⽅向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を
踏まえた実施計画〔5.〕等を適切に評価することができる。
出所︓有価証券報告書 13ページ、⾃社webページ（https://www.starttoday.jp/about/philosophy/）
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.2. 社会との接点
外部環境の把握と経営課題の特定
有価証券報告書、および決算短信上
にて、当社の外部環境とともに、⾃社の
取り組みについても併せて説明している。

地域社会活性化への取り組み
本社のある千葉市幕張地域への貢献を
当社が取り組むべき社会課題の⼀つと
位置付け、その⼀環として千葉マリンスタ
ジアムのネーミングライツを取得している。

（価値協創ガイダンス）
08. 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって⾃社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな事業機会にもなり得る。⾃社の理念やビジョンに基づいて、どの社会課題を経
営課題、事業機会として特定し、どのようにビジネスモデル〔2.〕、戦略〔4.〕に落とし込んでいくのかということは、企業の存在意義にも関わる重要な経営判断である。
09. 投資家が⻑期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどのように社会課題を⾃らのビジネスモデル〔2.〕に落とし込むのか、競争優位性と他社にない存在意義とのつながりを理
解することは重要な要素である。
10. 企業が、⾃らの経営課題、事業機会として捉えるべき社会課題を特定するに当たっては、株主、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性〔2.2.2.〕、国
際的な共通の社会課題として特定されている「持続可能な開発⽬標（SDGs）」等を視野に⼊れた国際社会における受容性を踏まえて考えていくことも有益である。
出所︓有価証券報告書 8ページ、⾃社webページ（ https://www.starttoday.jp/news/20161118-449/）
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.1. 市場勢⼒図における位置づけ
市場環境の認識
EC市場のうち、ラグジュアリーゾーン、トレ
ンドゾーン、ボリュームゾーンの3つに区分
したうえで、当社が軸⾜を置くラグジュア
リーゾーンに関しての分析を記載している。
（同様の分析は、有価証券報告書上
にも記載）

（価値協創ガイダンス）
06. ビジネスモデルを理解し、その実現可能性を評価するためには、ビジネスモデルが前提とする主な市場の付加価値連鎖（バリューチェーン）と競争環境、その中における⾃社の⽴ち位
置、競争優位をもたらす差別化要素等を把握することが必要である。
07. 企業が⾃らの認識を⽰し、投資家との対話等を通じて、投資家の認識や仮説とのずれを確認することは、⾃らのビジネスモデルや戦略〔4.〕を⾒直す契機として重要である。特に、
様々な企業を⽐較評価する投資家から⾒て、⾃社が差別化要素として考えているものが、競争優位性を持つと評価されているかどうかを知ることは有益である。
出所︓⾃社webページ（https://www.starttoday.jp/ir-info/financial-data/mid-to-long-term-management-plan/）
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可⽋な要素

競争優位を確保するための課題
当社としての課題を、有価証券報告書
上の「会社の対処すべき課題」として3点
にまとめている。

（価値協創ガイダンス）
14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を
⾏い、効率性を⾼めていくことは、ビジネスモデルの持続可能性を⽀えるものである。
15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維
持・強化しようとしているのかを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最⼤の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかったり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように
認識し、対処しようとしているのかは、重要な情報である。
出所︓有価証券報告書 15ページ
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.1. ESGに対する認識

3.1ESGに対する認識については、外部からのニーズを把握していないため、
開⽰していない。

（価値協創ガイダンス）
07. 特に⻑期的視野に⽴つ投資家が企業を評価する視点として、ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の重要性が⾼まっている。そのような投資家は ESG の個別要素を単独で評価
するのではなく、企業のビジネスモデルの持続性や戦略の実現可能性にどのように影響を与えるのかを理解するための情報として捉えている。
08. ESG の概念・範囲には様々な考え⽅があり、これらを超過収益の源泉ととらえる投資家もいるが、多くの投資家は少なくとも中⻑期的なリスク要因として認識している。また、特に企
業の持続可能性（サステナビリティ）に関連する環境・社会（E・S）と企業価値を⾼める前提となる規律としてのガバナンス（G）とは、性質が異なる⾯があると捉えている。
09. したがって、企業は⾃社の中⻑期的な企業価値やビジネスモデルの持続性に影響を与える、あるいは事業の存続そのものに対するリスクとして、どのような ESG の社会・環境要素を
特定しているか、その影響をどのように認識しているかを⽰すべきである。また、そのようなリスクへの対応や事業機会につなげるための取組について、戦略〔4.〕の中で⽰すことも有益で
ある。
10. 企業が⾃社にとって重要な ESG 要素を特定する際、ビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セクター）において主なリスク要因として認識されているものを念頭におくことは、
投資家の理解を得る上で有⽤である。その際、様々な機関が推奨する項⽬に沿って取り組むことは⽬的ではなく、むしろ⾃社の企業価値への影響を踏まえて⾃らが取り組むべき項
⽬を特定し、それを説明することが重要である。
11. ガバナンスに関しては、6.で掲げる事項を参照しつつ、企業が⾃らのビジネスモデルを実現するための戦略を着実に実⾏し、持続的に企業価値を⾼める⽅向での規律やインセンティブ
がはたらく仕組みとなっていることについて、投資家からの信認を得ることが重要である。
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.2. 主要なステーク ホルダーとの関係性の維持

株主含むステークホルダーとの協働
コーポレートガバナンス・コードに関する当
社の取り組みの⼀環として、株主含むス
テークホルダーとの協働について説明をし
ている。

（価値協創ガイダンス）
12. ⾃らのビジネスモデルを持続させるためには、経営資源や無形資産の確保とともに、ステークホルダー等との関係性〔2.2.2.〕を維持、強化することが必要である。特に中⻑期的な視
点に⽴てば、各ステークホルダーの利益相反を極⼩化して、相互に共有できる利益を拡⼤するビジネスモデルを設計することが、当該企業の社会的価値を盤⽯なものにする。
13. 投資家は、投資家以外のステークホルダー価値の創造が、投資家への持続可能で安定的な価値提供にもつながるという考え⽅を持っており、企業が主要なステークホルダーとどのよう
に向き合い（関係性）、ビジネスの仕組みや進め⽅に落とし込んでいるのかに関⼼がある。
14. 企業は、⾃社の企業理念や社会との接点に対する認識〔1.〕を踏まえ、主要なステークホルダーとの関係性をどのように構築し、その維持のためにどのような⽅策をとるのかを投資家に
対して⽰すべきである。
出所︓「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wpcontent/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.3. 事業環境の変化リスク

リスクに関する記載
有価証券報告書の「事業等のリスク」と
して、①事業内容に係わるリスク、②経
営に係わるリスクの2つに区分した上で記
載している。

（価値協創ガイダンス）
15. 企業を取り巻く事業環境は複雑化し、IoT（Internet of Things）により常に世界とつながっている状況や、国内事業においても海外とサプライチェーンを通じてつながっている状況
等が、事業活動への脅威となるリスク要因や不確実性を増加させ、考慮すべきリスクの範囲を拡⼤している。このようなリスクや不確実性をどのように認識し、それに対してどのように対
応するかということは、企業の持続可能性や成⻑性にとって重要である。
出所︓有価証券報告書 16-20ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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
中⻑期⽬標及びそのための戦略
市場分析を基礎として、当社が中⻑期
的に⽬指す⽬標、およびそのために必要
となる市場拡⼤戦略を記載している。
（有価証券報告書上にも中⻑期⽬標
を記載）

（価値協創ガイダンス）
05. 企業が戦略により達成すべき⽬標を⽰すとともに、それと整合的な形で経営資源等の確保・強化〔4.2.、4.3.〕、投資戦略・事業ポートフォリオ組替等の⽅策〔4.4.等〕を説明するこ
とは、投資家の理解を深める上で重要である。
07. 戦略において、企業がバリューチェーンにおける事業ポジションを維持するのか、新たなポジションに移⾏するのか、必要に応じて軸⾜を移すことが可能な仕組みを備えているかなどの概
略が⽰されることで、投資家は、⻑期的視点での投資判断に不可⽋な環境変化への耐性を理解し、企業のビジネスモデルと戦略をより適切に評価することが可能となる。
出所︓⾃社webページ（https://www.starttoday.jp/ir-info/financial-data/mid-to-long-term-management-plan/）
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化
経営資源としての資本政策の提⽰
当社は経営資源として、財務資本を第
⼀義とし、ROE30％を最低⽔準とした
効率的な経営を企図している。

（価値協創ガイダンス）
08. 企業の戦略において、競争優位の源泉となる経営資源や無形資産等〔2.2.1.〕を確保・強化するためにどのような投資を⾏い、それらをどのように活⽤して顧客に価値を提供し、持
続的な企業価値向上につなげていくかということは重要な要素である。
09. これらの概略とともに、その成果をどのような時間軸、⽅法で評価するのかについて、成果指標〔5.〕等と合わせて⽰すことは、投資家が企業の戦略と実⾏⼒を評価する上で重要であ
る。
10. 企業のバランスシートにおいて、多くの無形資産は資産として認識されず、中⻑期的な価値向上を⾒据えた無形資産への戦略投資は当期費⽤の⼀部として取り扱われる。また、こ
れらの情報は、必ずしも企業が戦略的に捉える要素ごと、あるいはビジネスモデルが前提とする事業領域やセクター（セグメント）ごとに⽰されておらず、投資家に利益を圧縮する⾮
効率な費⽤としてのみ認識されるおそれがある。設備・施設等資産として認識されている有形資産への投資についても、必ずしもビジネスモデルや戦略に関連づけて⽰されていない。
11. したがって、企業の中⻑期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容を定量的、定性的に⽰すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献
するか、評価の指標や⽅法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から⾒て、これらの投資（費⽤）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して「投資収益
率（Return on Investment）」の考え⽅が⽰されることは有⽤である。
12. また、重要な経営資源や無形資産等の喪失リスクが顕在化した場合への対応として、他の経営資源で補完するなど（有形・無形資産を他の有形・無形資産で補完するなど）の
次善策を⽰すことも投資家からの信任を得る上で重要である。
13. これらの経営資源や無形資産やそれらへの投資のあり⽅は、事業領域や産業（セクター）によって異なるが、以下で⽰す主要な要素（⼈的資本、技術、ブランド、組織、M&A）
に関する投資家との対話における考え⽅を参照し、⾃らの戦略の中に組み込むことも有益である。
出所︓「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wpcontent/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込

「4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込」については、
外部からのニーズを把握していないため、開⽰していない。

（価値協創ガイダンス）
41. 企業が経営課題として特定した ESG 等のリスク〔3.〕について、⾃社のリスクマネジメントの中でどのように管理し、影響緩和のための⽅策を戦略に組み込んでいるかは投資家にとって
重要な情報である。
42. 戦略においては、ESG 等の要素をリスク・脅威としてのみならず、新たな事業を⽣み出し、また、ビジネスモデルを強化する機会としてどのように位置づけているか、そのためにどのような
投資や資源配分を⾏っているのかを⽰すことも重要である。
43. 特にグローバルな事業活動を⾏う企業にとっては、「持続可能な開発⽬標（SDGs）」等で⽰される国際的な社会課題に対して、⾃社の企業価値の持続的向上がこれら課題の解
決にもつながるという「共有価値の創造（CSV）」の観点を念頭に置くことも重要である。例えば、SDGs 等で掲げられる⽬標について、企業の価値観〔1.〕に基づき、⾃社の活動の
社会・環境への影響の⼤きさや企業価値を⾼める戦略の観点から優先順位を付けて取り組むことが考えられる。
44. 国際的に認識されている社会課題に関する枠組みを参照することは、グローバルな投資家の理解を促進し、建設的な対話を進めるために有⽤である。また、このような検討や対話を
通じて、企業⾃⾝が意識していなかった⾃社の強みや価値を認識することも重要である。
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略

経営資源の使⽤⽬途についての開⽰
有価証券報告書をはじめとする適時開
⽰において、当社がどのような取り組みに
経営資源を投下しているかについて記載
している。

（価値協創ガイダンス）
45. 有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分を最適化することにより、持続的な企業価値向上を実現することは、企業の経営者が⾏う重要な意思決定である。
46. 経営資源・資本配分を最適化するためには、⾃社のビジネスモデル〔2.〕においてそれぞれの投資がどのように中⻑期的な収益や企業価値向上に寄与するのか、それらをどのように評
価・モニタリングして投資判断を⾏うかといったことが重要となる。
47. 投資家にとって、個別の経営資源や無形資産への投資判断〔4.2.等〕のみならず、企業が全体戦略の中で事業ポートフォリオをどのように構築し、組み替えていくのか、それぞれの経
営資源や資産の関係性をどのように捉えているのかを理解することは重要である。
出所︓有価証券報告書 8ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.1. 財務パフォーマンス
制度における開⽰
有価証券報告書をはじめとする制度上
の開⽰において、必要とされる財務パ
フォーマンスを開⽰している。

任意の財務パフォーマンス開⽰
webサイト上では、営業利益に絞った上
で、四半期の推移を開⽰している。

（企業価値ガイダンス）
03. 企業の持続的な企業価値向上は、中⻑期的に資本コストを上回る財務パフォーマンス（キャッシュリターン）をあげることによって実現され、投資家はそうした価値創造に期待して⻑
期投資を⾏うことができる。
04. したがって、経営者がこれまでの⾃社の価値創造をどのように認識しているのか、また、企業価値向上に向けた戦略を実現する過程で⾜下の財政状態や経営成績をどのように分
析・評価しているのかということは、投資家にとって重要な情報である。
出所︓有価証券報告書 ２ページ、⾃社webページ（https://www.starttoday.jp/ir-info/financial-data/financial-information/）
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.2. 戦略の進捗を⽰す独⾃KPIの設定
ZOZOTOWN事業における独⾃KPIの開
⽰
決算短信、有価証券報告書上にて、出店
ショップ数や年間購⼊者数といった
ZOZOTOWN事業における独⾃KPIを開⽰
している。
（Web上ではさらに広範にわたって開⽰）

（企業価値ガイダンス）
09. 企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）を⽰すことは有益だが、それだけでは企業がそれを達成するためにどのような具体的⾏動を取るかが⾒えにくいため、投資
家にとって説得⼒ある KPI にはならない。
10. そのため、⾃社固有の戦略〔4.〕に沿って将来の経営計画を策定し、その進捗状況を検証するための定量・定性それぞれの企業独⾃の KPI を設定することが求められる。
11. また、KPI の変更は、重要な戦略の変更を⾏ったことと理解されるため、その理由を投資家に対し⽰すことが有益である。
出所︓有価証券報告書 10ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.3. 企業価値創造と独⾃KPIの接続による価値創造設計

「5.3. 企業価値創造と独⾃KPIの接続による価値創造設計」については、
外部からのニーズを把握していないため、開⽰していない。

（企業価値ガイダンス）
12. 企業独⾃の KPI を追求することで、企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）とのつながりが⾒えにくくなることがある。例えば、独⾃ KPI が細かすぎることで投資
家が理解しきれず、評価不能な情報となるおそれがある。
13. したがって、企業は、全体としての価値創造に関連するKPIを分解した結果が独⾃のKPIに結びつくように、または、独⾃の KPI を積み上げた結果が企業価値創造の KPI に接続す
るように KPI を設定し、組織全体として価値創造プロセスが実現するような設計を意識すべきである。
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.4. 資本コストに対する認識

資本コストに対するスタンスの提⽰
資本コストを上回る利益を⽣み出すことで、すべて
のステークホルダーに満⾜いただける旨を明確に記
載している。
（決算短信、事業報告書上も同様の記載）
（企業価値ガイダンス）
15. 全体の企業価値創造に関連する KPI が意識されるとともに、⾃社の投資判断においても資本コストを超過するリターンを求める意志が伝わることは投資家の評価を得る上で重要で
ある。
16. 資本コストは市場が期待する収益率であり、負債コストと株式コストの加重平均（WACC）といった考え⽅もあるが、絶対的な定義はない。企業は、資本コストを投資家との間の信
頼関係や期待等を反映した総合的なものとして認識し、これに対する考え⽅を⾃社の経済的価値・株主価値の創出状況の認識の中で⽰すことが重要である。
出所︓有価証券報告書 13ページ

17

5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.5. 企業価値創造の達成度評価

「5.5. 企業価値創造の達成度評価」については、外部からのニーズを把握して
いないため、開⽰していない。

（価値協創ガイダンス）
17. KPI の設定後には、その達成状況を投資家に⽰すことが重要である。特に、達成できなかった場合においては、その理由を事業環境要因のみでなく、⾃社のビジネスモデル及び戦略
に照らし合わせて説明することが投資家の理解を得る上で重要である。
18. 企業にとって、そのような対話の積み重ねを通じて、事業環境要因に左右されにくい戦略の精緻化や⾼度化を図り、経営⼒を⾼めるための PDCA サイクルとしていくことは有益である。
投資家が、そのような企業との対話を通じてKPIやその背景となる戦略を理解することは、企業に対する信頼を⾼めるためにも重要である。
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続

取締役会含む経営陣幹部の選任に関する⽅針
「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取
り組みについて 」の中で、経営陣幹部の選任につ
いての⽅針を明記している。

後継者計画（サクセッション・プラン）
「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取
り組みについて 」の中で、後継者計画についての
考え⽅を記載している。

（価値協創ガイダンス）
03. 投資家は、⼀連の企業⾏動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能なものであるかを投資判断に必要な情報としている。企業が戦略を実⾏する上での課題解決にふさわしい経
営陣や取締役が適時・適切に選任され、成果に応じた評価がなされているか、また、そのような仕組みが組織として継続的に確保できるかということを重視している。
04. 企業には、経営⽅針や優先する経営課題を投資家と共有するとともに、その課題解決および実⾏に最もふさわしい経営陣の資質及びそのような経営者を選任・育成するための後
継者計画（サクセッション・プラン）を⽰すとともに、取締役会がそのような仕組みを持続的に確保できることを⽰すことが求められる。
出所︓「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wpcontent/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.2. 社⻑、経営陣のスキルおよび多様性
役員の状況に関する開⽰
有価証券報告書上にて、制度に則り各役員の
経歴が記載されている。

役員の状況に関する開⽰
多様性およびスキルに対する考え⽅
有価証券報告書上にて、制度に則り各役員の
「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り
経歴が記載されている。
組み について」において、それぞれ⽰されている。
について」において、それぞれ⽰している。

（価値協創ガイダンス）
05. 投資家は、業務執⾏を担う経営陣（企業の経営判断を担う社⻑・CEO、業務執⾏取締役、執⾏役・執⾏役員その他重要な使⽤⼈）が、求められる資質や能⼒を備えているこ
と、そして意思決定した事項を着実に実⾏することを求めている。さらに、取締役会や経営陣全体としての機能を発揮するため、属性や経験、能⼒等の多様性（ダイバーシティ）が
確保されていること、透明性・合理性の⾼い意思決定を⾏う仕組みが担保されていることを重視している。
06. 企業には、これらに関する⾃社の考え⽅を明確にしつつ、投資家との対話からの⽰唆も活⽤して、情報提供を⾏うことが求められる。
出所︓有価証券報告書 31ページ、「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wpcontent/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.3. 社外役員のスキルおよび多様性
社外役員に対する考え⽅
「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り
組み について」において、当社の社外役員に対す
る考え⽅を、将来の⽅針も含め⽰している。

社外役員の選任理由
株主総会招集通知および有価証券報告書に、
社外役員の選任理由を記載している。

（価値協創ガイダンス）
07. 投資家は、主として業務執⾏に対する監督の役割を担う社外役員（社外取締役等）に対して、⼀般株主の利益を確保する観点から、独⽴した客観的な⽴場とその意思を有し
ていることを前提条件として求めている。さらに、個々の社外役員が業務執⾏を担う経営陣等と対等の議論をするに⼗分な能⼒や、経験を有しており、また、社外役員全体として多
様性が確保されることで、⼀般株主との利益相反の監督のために活動・貢献することを求めている。
08. 企業には、社外役員の経歴や属性、実際に果たした役割等に関する情報を⽰すとともに、必要に応じて社外取締役等が投資家への情報発信や対話を⾏うなど積極的な対応が求
められる。
出所︓有価証券報告書 36ページ、「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wpcontent/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.4. 戦略的意思決定の監督・評価

戦略的意思決定の監督・評価
戦略的意思決定の監督・評価
有価証券報告書上においてモニタリング体制を⽰
有価証券報告書上においてモニタリング体制を⽰
すとともに、「内部監査および監査役監査の状
すとともに、「内部監査および監査役監査の状
況」を⽰している。（取締役会の実効性評価につ
況」を⽰している。
いては6.7を参照）

（価値協創ガイダンス）
09. 投資家は、⼗分なスキルおよび多様性を備えた取締役、特に社外取締役等が、⾃らに代わって業務執⾏を担う経営陣の戦略的意思決定を適切に監督・評価（モニタリング）する
ことを求めている。企業にはその仕組みとモニタリングの結果を投資家に⽰していくことが求められる。
出所︓有価証券報告書 34,36ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.5. 利益分配の⽅針

配当⽅針
事業報告書や有価証券報告書
に加え、webページ上においても
配当⽅針を明確に⽰している。

（価値協創ガイダンス）
10. 投資家にとって、企業の利益分配は最も確実な収益の源泉であり、その⽅針は投資判断における重要な情報である。企業には、利益分配の⽅針を投資家に⽰すことが求められる。
出所︓⾃社webページ（https://www.starttoday.jp/ir-info/shareholders-info/dividends/）
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.6. 役員報酬制度の設計と結果
役員報酬制度の設計と結果
有価証券報告書においては、制
度に基づいた報酬⾦額の開⽰と
⽅針について開⽰している。

CGコードに基づいた開⽰
役員報酬制度について、有価証
券報告書よりも詳細に⽰されて
いる。

（価値協創ガイダンス）
11. 投資家は、役員報酬の⾦額⾃体よりも、役員報酬が企業の経営戦略や業績とどのように連動しているのか、また、経営⽅針や責任と整合的かといった制度設計の考え⽅を確認し、
企業評価において考慮する。
12. 企業には、成果や KPI〔5.〕との関連性を含め、報酬に関する制度設計の考え⽅を⽰すことが求められる。また、役員報酬と企業価値向上への寄与について投資家の理解と信任を
得られるよう努めることが重要である。
出所︓有価証券報告書 37ページ、「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wpcontent/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題

取締役会の実効性評価
「コーポレトガバナンス・コードに関
する当社の取り組み について」に
おいて、当社の取締役会の実効
性評価のプロセスが⽰されている。

（価値協創ガイダンス）
13. 投資家は、取締役会が⾃らの意思決定の責任を負い、実効性あるものとなっているかを客観的に評価することを求めている。企業には、その評価の結果や改善に向けて取り組むべき
優先課題を投資家に⽰すことが求められる。
出所︓「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wpcontent/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）
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別紙資料５－④

開示まとめ資料

キリンホールディングス株式会社
＜本資料について＞
 本資料は価値協創ガイダンス（以下、「ガイダンス」）に基づいて、経済産業省と各社の協働により、各社
の開示情報のうち、ガイダンスの示す各要素に該当する情報は何かを抜粋したものであり、ステークホルダー
に対する開示として整理したものではありません。
 本資料はあくまでも、統合報告・ESG対話フォーラムでのプレゼンテーション目的に作成されたものであり、委
員の所属する企業の公式な見解を示すものではありません。なお、本資料は各社の直近の開示資料より作
成されたものであり、ガイダンスとの対応関係が明示的に示されていない事項について、各社の経営姿勢や
取組状況を示すものではありません。

価値協創ガイダンスの全体像
価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

ガバナンス

事業環境、外部環境への認識
1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

2.1. 市場勢力図における
位置づけ

1.2. 社会との接点

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

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

3.3. 事業環境の変化リスク

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）

3.1. ESGに対する認識

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

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
4.2. 経営資源・無形資産
等の確保・強化
4.2.1. 人的資本への投資
4.2.2. 技術（知的資
本）への投資
4.2.2.1. 研究開発投資
4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資

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. 成長加速の時間を
短縮する方策

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

5.1 財務パフォーマンス
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

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

6.1. 経営課題解決にふさ
わしい取締役会の持
続性

6.2. 社長、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

4.4. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略
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

出所：経済産業省 価値協創ガイダンス

4.4.2. 無形資産の測定と
投資戦略 の評価・
モニタリング
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.1. 企業理念と経営のビジョン
2016年に中期計画を策定するとともに、
2021年を目指した長期経営構想を改定した。

（価値協創ガイダンス）
05. 企業は、自らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を示し、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや方法によって、それを体現するのか、基本的な考え方
を示すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、目指すべき方向性や優先して取り組む課題を示すことも有益である。
07. 投資家は、企業の目指すべき方向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を
踏まえた実施計画〔5.〕等を適切に評価することができる。
出所：キリンホールディングス株式会社 KIRIN REPORT 2016（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/library/integrated/pdf/report2016/kirinreport2016.pdf）等
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.1. 企業理念と経営のビジョン
中期経営計画では、基本方針として「構造改革による、キリングループの再生」を掲げ、事業グループ
を大きく3種類に分類して、それぞれの課題を明確にした。同時に具体的な定量目標・財務方針を
示している。

（価値協創ガイダンス）
05. 企業は、自らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を示し、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや方法によって、それを体現するのか、基本的な考え方
を示すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、目指すべき方向性や優先して取り組む課題を示すことも有益である。
07. 投資家は、企業の目指すべき方向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を
踏まえた実施計画〔5.〕等を適切に評価することができる。
出所：キリンホールディングス株式会社 第178回 定時株主総会招集ご通知（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/stock/pdf/178th_notice.pdf）
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.2. 社会との接点
長期経営構想「新KV2021」では、CSVを経営の根幹に位置付けており、SDGsを参照しながら、
４つの社会課題を選定して、CSVストーリーと17のコミットメント目標を設定して取組んでいる。

（価値協創ガイダンス）
08. 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって自社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな事業機会にもなり得る。自社の理念やビジョンに基づいて、どの社会課題を経
営課題、事業機会として特定し、どのようにビジネスモデル〔2.〕、戦略〔4.〕に落とし込んでいくのかということは、企業の存在意義にも関わる重要な経営判断である。
09. 投資家が長期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどのように社会課題を自らのビジネスモデル〔2.〕に落とし込むのか、競争優位性と他社にない存在意義とのつながりを理
解することは重要な要素である。
10. 企業が、自らの経営課題、事業機会として捉えるべき社会課題を特定するに当たっては、株主、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性〔2.2.2.〕、国
際的な共通の社会課題として特定されている「持続可能な開発目標（SDGs）」等を視野に入れた国際社会における受容性を踏まえて考えていくことも有益である。
出所：キリンホールディングス株式会社 KIRIN REPORT 2016（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/library/integrated/pdf/report2016/kirinreport2016.pdf）等
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.1. 市場勢力図における位置づけ
酒類・飲料で培ったマーケティング、研究開発、サプライチェーンの能力を磨いて、ブランドや体験を
通じてお客様に価値提案を行い、経済的価値に結び付ける。
事業領域が海外に広がるなか、人材、ガバナンス体制も重要な課題である。

（価値協創ガイダンス）
06. ビジネスモデルを理解し、その実現可能性を評価するためには、ビジネスモデルが前提とする主な市場の付加価値連鎖（バリューチェーン）と競争環境、その中における自社の立ち位
置、競争優位をもたらす差別化要素等を把握することが必要である。
07. 企業が自らの認識を示し、投資家との対話等を通じて、投資家の認識や仮説とのずれを確認することは、自らのビジネスモデルや戦略〔4.〕を見直す契機として重要である。特に、
様々な企業を比較評価する投資家から見て、自社が差別化要素として考えているものが、競争優位性を持つと評価されているかどうかを知ることは有益である。
出所：キリンホールディングス株式会社 KIRIN REPORT 2016（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/library/integrated/pdf/report2016/kirinreport2016.pdf）等
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可欠な要素
各事業におけるマーケティング、研究開発、サプライチェーンの能力が競合優位である点は重要。
例えば、協和発酵キリンのバイオ医薬品開発・製造能力は医薬業界での差別化要素。
同時に、酒類・飲料と医薬・バイオケミカルの接点における新価値創造も可能性がある。

（価値協創ガイダンス）
14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を
行い、効率性を高めていくことは、ビジネスモデルの持続可能性を支えるものである。
15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維
持・強化しようとしているのかを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最大の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかったり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように
認識し、対処しようとしているのかは、重要な情報である。
出所：キリンホールディングス株式会社 KIRIN REPORT 2016（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/library/integrated/pdf/report2016/kirinreport2016.pdf）
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３．持続可能性・成長性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.1. ESGに対する認識
SDGsを参考に17のコミットメント目標を設定して、取組んでいる。また、ESGデータ集、
GRIスタンダード対照表も公開している。ESG Indexによる評価も注視している。

（価値協創ガイダンス）
07. 特に長期的視野に立つ投資家が企業を評価する視点として、ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の重要性が高まっている。そのような投資家は ESG の個別要素を単独で評価
するのではなく、企業のビジネスモデルの持続性や戦略の実現可能性にどのように影響を与えるのかを理解するための情報として捉えている。
08. ESG の概念・範囲には様々な考え方があり、これらを超過収益の源泉ととらえる投資家もいるが、多くの投資家は少なくとも中長期的なリスク要因として認識している。また、特に企
業の持続可能性（サステナビリティ）に関連する環境・社会（E・S）と企業価値を高める前提となる規律としてのガバナンス（G）とは、性質が異なる面があると捉えている。
09. したがって、企業は自社の中長期的な企業価値やビジネスモデルの持続性に影響を与える、あるいは事業の存続そのものに対するリスクとして、どのような ESG の社会・環境要素を
特定しているか、その影響をどのように認識しているかを示すべきである。また、そのようなリスクへの対応や事業機会につなげるための取組について、戦略〔4.〕の中で示すことも有益で
ある。
10. 企業が自社にとって重要な ESG 要素を特定する際、ビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セクター）において主なリスク要因として認識されているものを念頭におくことは、
投資家の理解を得る上で有用である。その際、様々な機関が推奨する項目に沿って取り組むことは目的ではなく、むしろ自社の企業価値への影響を踏まえて自らが取り組むべき項
目を特定し、それを説明することが重要である。
11. ガバナンスに関しては、6.で掲げる事項を参照しつつ、企業が自らのビジネスモデルを実現するための戦略を着実に実行し、持続的に企業価値を高める方向での規律やインセンティブ
がはたらく仕組みとなっていることについて、投資家からの信認を得ることが重要である。
出所：キリンホールディングス株式会社 ホームページ 持続的成長のための経営諸課題（http://www.kirinholdings.co.jp/csv/materiality/）
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３．持続可能性・成長性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.2. 主要なステーク ホルダーとの関係性の維持
「キリングループならではのCSV」実現のためには、事業を通じたステークホルダーとのかかわりを
大切にし、新しい価値を共創していくことを目指す。

（価値協創ガイダンス）
12. 自らのビジネスモデルを持続させるためには、経営資源や無形資産の確保とともに、ステークホルダー等との関係性〔2.2.2.〕を維持、強化することが必要である。特に中長期的な視
点に立てば、各ステークホルダーの利益相反を極小化して、相互に共有できる利益を拡大するビジネスモデルを設計することが、当該企業の社会的価値を盤石なものにする。
13. 投資家は、投資家以外のステークホルダー価値の創造が、投資家への持続可能で安定的な価値提供にもつながるという考え方を持っており、企業が主要なステークホルダーとどのよう
に向き合い（関係性）、ビジネスの仕組みや進め方に落とし込んでいるのかに関心がある。
14. 企業は、自社の企業理念や社会との接点に対する認識〔1.〕を踏まえ、主要なステークホルダーとの関係性をどのように構築し、その維持のためにどのような方策をとるのかを投資家に
対して示すべきである。
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３．持続可能性・成長性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.3. 事業環境の変化リスク
事業を取巻くリスクについては、①事業環境に関するリスク、②事業遂行に関するリスクに区分し、
重要リスクを特定している。その中でも、「少子高齢化の進展」、「嗜好の多様化・個別化」は大きな
影響を与える可能性があると認識している。

（価値協創ガイダンス）
15. 企業を取り巻く事業環境は複雑化し、IoT（Internet of Things）により常に世界とつながっている状況や、国内事業においても海外とサプライチェーンを通じてつながっている状況
等が、事業活動への脅威となるリスク要因や不確実性を増加させ、考慮すべきリスクの範囲を拡大している。このようなリスクや不確実性をどのように認識し、それに対してどのように対
応するかということは、企業の持続可能性や成長性にとって重要である。
出所：有価証券報告書 16-20ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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
「ビール事業の収益性強化」「低収益事業の再生・再編」「医薬・バイオケミカル事業の飛躍的成長」
に分類して、取組み課題を明確にしている。

（価値協創ガイダンス）
05. 企業が戦略により達成すべき目標を示すとともに、それと整合的な形で経営資源等の確保・強化〔4.2.、4.3.〕、投資戦略・事業ポートフォリオ組替等の方策〔4.4.等〕を説明するこ
とは、投資家の理解を深める上で重要である。
07. 戦略において、企業がバリューチェーンにおける事業ポジションを維持するのか、新たなポジションに移行するのか、必要に応じて軸足を移すことが可能な仕組みを備えているかなどの概
略が示されることで、投資家は、長期的視点での投資判断に不可欠な環境変化への耐性を理解し、企業のビジネスモデルと戦略をより適切に評価することが可能となる。
出所：自社webページ（https://www.starttoday.jp/ir-info/financial-data/mid-to-long-term-management-plan/）
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化
無形資産として、ブランド、技術、情報システムなどを重要視しており、それらを実現する人材育成
や組織風土改革にも取り組んでいる。

（価値協創ガイダンス）
08. 企業の戦略において、競争優位の源泉となる経営資源や無形資産等〔2.2.1.〕を確保・強化するためにどのような投資を行い、それらをどのように活用して顧客に価値を提供し、持
続的な企業価値向上につなげていくかということは重要な要素である。
09. これらの概略とともに、その成果をどのような時間軸、方法で評価するのかについて、成果指標〔5.〕等と合わせて示すことは、投資家が企業の戦略と実行力を評価する上で重要である。
10. 企業のバランスシートにおいて、多くの無形資産は資産として認識されず、中長期的な価値向上を見据えた無形資産への戦略投資は当期費用の一部として取り扱われる。また、こ
れらの情報は、必ずしも企業が戦略的に捉える要素ごと、あるいはビジネスモデルが前提とする事業領域やセクター（セグメント）ごとに示されておらず、投資家に利益を圧縮する非
効率な費用としてのみ認識されるおそれがある。設備・施設等資産として認識されている有形資産への投資についても、必ずしもビジネスモデルや戦略に関連づけて示されていない。
11. したがって、企業の中長期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容を定量的、定性的に示すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献
するか、評価の指標や方法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から見て、これらの投資（費用）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して「投資収益
率（Return on Investment）」の考え方が示されることは有用である。
12. また、重要な経営資源や無形資産等の喪失リスクが顕在化した場合への対応として、他の経営資源で補完するなど（有形・無形資産を他の有形・無形資産で補完するなど）の
次善策を示すことも投資家からの信任を得る上で重要である。
13. これらの経営資源や無形資産やそれらへの投資のあり方は、事業領域や産業（セクター）によって異なるが、以下で示す主要な要素（人的資本、技術、ブランド、組織、M&A）
に関する投資家との対話における考え方を参照し、自らの戦略の中に組み込むことも有益である。
出所：キリンホールディングス株式会社 ホームページ 研究・技術開発成果 （http://www.kirin.co.jp/company/rd/result/）
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込
CSV戦略の中で設定された17のコミットメントについては、各事業に落とし込み、社会課題の
解決を行うとともに、経済価値向上も達成する。

（価値協創ガイダンス）
41. 企業が経営課題として特定した ESG 等のリスク〔3.〕について、自社のリスクマネジメントの中でどのように管理し、影響緩和のための方策を戦略に組み込んでいるかは投資家にとって
重要な情報である。
42. 戦略においては、ESG 等の要素をリスク・脅威としてのみならず、新たな事業を生み出し、また、ビジネスモデルを強化する機会としてどのように位置づけているか、そのためにどのような
投資や資源配分を行っているのかを示すことも重要である。
43. 特にグローバルな事業活動を行う企業にとっては、「持続可能な開発目標（SDGs）」等で示される国際的な社会課題に対して、自社の企業価値の持続的向上がこれら課題の解
決にもつながるという「共有価値の創造（CSV）」の観点を念頭に置くことも重要である。例えば、SDGs 等で掲げられる目標について、企業の価値観〔1.〕に基づき、自社の活動の
社会・環境への影響の大きさや企業価値を高める戦略の観点から優先順位を付けて取り組むことが考えられる。
44. 国際的に認識されている社会課題に関する枠組みを参照することは、グローバルな投資家の理解を促進し、建設的な対話を進めるために有用である。また、このような検討や対話を
通じて、企業自身が意識していなかった自社の強みや価値を認識することも重要である。
出所：キリンホールディングス株式会社 KIRIN REPORT 2016（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/library/integrated/pdf/report2016/kirinreport2016.pdf）
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4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略
収益性向上により創出されたキャッシュについては、成長のための事業投資、有利子負債の
返済、株主還元の充実にあてることとする。

（価値協創ガイダンス）
45. 有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分を最適化することにより、持続的な企業価値向上を実現することは、企業の経営者が行う重要な意思決定である。
46. 経営資源・資本配分を最適化するためには、自社のビジネスモデル〔2.〕においてそれぞれの投資がどのように中長期的な収益や企業価値向上に寄与するのか、それらをどのように評
価・モニタリングして投資判断を行うかといったことが重要となる。
47. 投資家にとって、個別の経営資源や無形資産への投資判断〔4.2.等〕のみならず、企業が全体戦略の中で事業ポートフォリオをどのように構築し、組み替えていくのか、それぞれの経
営資源や資産の関係性をどのように捉えているのかを理解することは重要である。
出所：キリンホールディングス株式会社 KIRIN REPORT 2016（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/library/integrated/pdf/report2016/kirinreport2016.pdf）等
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観
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5.1. 財務パフォーマンス
中計のKPI（ROE、EPS成長率）、ガイドライン（連結営業利益）だけでなく、キャッシュ
フロー、配当性向、有利子負債の状況についてもモニタリングしている。

（企業価値ガイダンス）
03. 企業の持続的な企業価値向上は、中長期的に資本コストを上回る財務パフォーマンス（キャッシュリターン）をあげることによって実現され、投資家はそうした価値創造に期待して長
期投資を行うことができる。
04. したがって、経営者がこれまでの自社の価値創造をどのように認識しているのか、また、企業価値向上に向けた戦略を実現する過程で足下の財政状態や経営成績をどのように分
析・評価しているのかということは、投資家にとって重要な情報である。
出所：キリンホールディングス株式会社 KIRIN REPORT 2016（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/library/integrated/pdf/report2016/kirinreport2016.pdf）等
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観
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ガバナンス
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5.2. 戦略の進捗を示す独自KPIの設定
中計のKPIとしてROE、EPS成長率、ガイドラインとして連結営業利益を設定している。

（企業価値ガイダンス）
09. 企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）を示すことは有益だが、それだけでは企業がそれを達成するためにどのような具体的行動を取るかが見えにくいため、投資
家にとって説得力ある KPI にはならない。
10. そのため、自社固有の戦略〔4.〕に沿って将来の経営計画を策定し、その進捗状況を検証するための定量・定性それぞれの企業独自の KPI を設定することが求められる。
11. また、KPI の変更は、重要な戦略の変更を行ったことと理解されるため、その理由を投資家に対し示すことが有益である。
出所：キリンホールディングス株式会社 キリングループ 2016年-2018年中期経営計画（http://pdf.irpocket.com/C2503/FgNv/T5lF/jekK.pdf）
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5.3. 企業価値創造と独自KPIの接続による価値創造設計
ROE15%以上を達成するため、グループ本社と事業会社の役割を明確にしている。

（企業価値ガイダンス）
12. 企業独自の KPI を追求することで、企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）とのつながりが見えにくくなることがある。例えば、独自 KPI が細かすぎることで投資
家が理解しきれず、評価不能な情報となるおそれがある。
13. したがって、企業は、全体としての価値創造に関連するKPIを分解した結果が独自のKPIに結びつくように、または、独自の KPI を積み上げた結果が企業価値創造の KPI に接続す
るように KPI を設定し、組織全体として価値創造プロセスが実現するような設計を意識すべきである。
出所：キリンホールディングス株式会社 キリングループ 2016年-2018年中期経営計画（http://pdf.irpocket.com/C2503/FgNv/T5lF/jekK.pdf）等
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5.4. 資本コストに対する認識
資本コストは約5%と認識している。株主に対する安定配当の実現とともに、株主資本コストの
低減に努めている。

（企業価値ガイダンス）
15. 全体の企業価値創造に関連する KPI が意識されるとともに、自社の投資判断においても資本コストを超過するリターンを求める意志が伝わることは投資家の評価を得る上で重要で
ある。
16. 資本コストは市場が期待する収益率であり、負債コストと株式コストの加重平均（WACC）といった考え方もあるが、絶対的な定義はない。企業は、資本コストを投資家との間の信
頼関係や期待等を反映した総合的なものとして認識し、これに対する考え方を自社の経済的価値・株主価値の創出状況の認識の中で示すことが重要である。
出所：キリンホールディングス株式会社 KIRIN REPORT 2016（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/library/integrated/pdf/report2016/kirinreport2016.pdf）等

18
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5.5. 企業価値創造の達成度評価
2016年は中計目標のROE、EPS成長率とも目標を超える達成であった。

（価値協創ガイダンス）
17. KPI の設定後には、その達成状況を投資家に示すことが重要である。特に、達成できなかった場合においては、その理由を事業環境要因のみでなく、自社のビジネスモデル及び戦略
に照らし合わせて説明することが投資家の理解を得る上で重要である。
18. 企業にとって、そのような対話の積み重ねを通じて、事業環境要因に左右されにくい戦略の精緻化や高度化を図り、経営力を高めるための PDCA サイクルとしていくことは有益である。
投資家が、そのような企業との対話を通じてKPIやその背景となる戦略を理解することは、企業に対する信頼を高めるためにも重要である。
出所：キリンホールディングス株式会社 キリングループ 2016年-2018年中期経営計画（http://pdf.irpocket.com/C2503/FgNv/T5lF/jekK.pdf）等
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6．ガバナンス
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6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続
コーポレートガバナンスポリシーの中で、キリングループの持続的成長と中長期的な企業価値
向上を支える取締役会が果たすべき役割・責務を示している。

（価値協創ガイダンス）
03. 投資家は、一連の企業行動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能なものであるかを投資判断に必要な情報としている。企業が戦略を実行する上での課題解決にふさわしい経
営陣や取締役が適時・適切に選任され、成果に応じた評価がなされているか、また、そのような仕組みが組織として継続的に確保できるかということを重視している。
04. 企業には、経営方針や優先する経営課題を投資家と共有するとともに、その課題解決および実行に最もふさわしい経営陣の資質及びそのような経営者を選任・育成するための後
継者計画（サクセッション・プラン）を示すとともに、取締役会がそのような仕組みを持続的に確保できることを示すことが求められる。
出所：キリンホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス・ポリシー（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/policy/pdf/governance_policy.pdf）等

20

6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.2. 社長、経営陣のスキルおよび多様性
コーポレートガバナンスポリシーの中で、2021年目標実現に向けた経営陣の構造として、長期的
経営の視点のもとで、取締役会において、知識、経験、能力、見識等を重視するとともに、
多様性を確保する旨を示している。

コーポレートガバナンス・ポリシー Page 4

（価値協創ガイダンス）
05. 投資家は、業務執行を担う経営陣（企業の経営判断を担う社長・CEO、業務執行取締役、執行役・執行役員その他重要な使用人）が、求められる資質や能力を備えているこ
と、そして意思決定した事項を着実に実行することを求めている。さらに、取締役会や経営陣全体としての機能を発揮するため、属性や経験、能力等の多様性（ダイバーシティ）が
確保されていること、透明性・合理性の高い意思決定を行う仕組みが担保されていることを重視している。
06. 企業には、これらに関する自社の考え方を明確にしつつ、投資家との対話からの示唆も活用して、情報提供を行うことが求められる。
出所：キリンホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス・ポリシー（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/policy/pdf/governance_policy.pdf）等

21

6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.3. 社外役員のスキルおよび多様性
コーポレートガバナンス報告書の中で、取締役会全体として、客観的な経営監督の実効性を
実現するため、社外役員の登用により、知識、経験、能力、見識等や多様性を確保している
ことを示している。

（価値協創ガイダンス）
07. 投資家は、主として業務執行に対する監督の役割を担う社外役員（社外取締役等）に対して、一般株主の利益を確保する観点から、独立した客観的な立場とその意思を有し
ていることを前提条件として求めている。さらに、個々の社外役員が業務執行を担う経営陣等と対等の議論をするに十分な能力や、経験を有しており、また、社外役員全体として多
様性が確保されることで、一般株主との利益相反の監督のために活動・貢献することを求めている。
08. 企業には、社外役員の経歴や属性、実際に果たした役割等に関する情報を示すとともに、必要に応じて社外取締役等が投資家への情報発信や対話を行うなど積極的な対応が求
められる。
出所：キリンホールディングス株式会社 コーポレートガバナンスに関する報告書 2017年4月３日（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/policy/pdf/governance_report.pdf）
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6.4. 戦略的意思決定の監督・評価
客観的かつ実効性のある経営の監督機能を確保するために、取締役9名中社外取締役を4名とし、
社外取締役が取締役会議長に就任している。

（価値協創ガイダンス）
09. 投資家は、十分なスキルおよび多様性を備えた取締役、特に社外取締役等が、自らに代わって業務執行を担う経営陣の戦略的意思決定を適切に監督・評価（モニタリング）する
ことを求めている。企業にはその仕組みとモニタリングの結果を投資家に示していくことが求められる。
出所：キリンホールディングス株式会社 KIRIN REPORT 2016（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/library/integrated/pdf/report2016/kirinreport2016.pdf）等
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6.5. 利益分配の方針
KPIにも掲げられている平準化EPSに対して、連結配当性向30%以上の配当を実施している。
株主に対して、安定的な配当を実現することにより、株主還元の充実を図り、株主の期待に
応えていく旨を示している。

（価値協創ガイダンス）
10. 投資家にとって、企業の利益分配は最も確実な収益の源泉であり、その方針は投資判断における重要な情報である。企業には、利益分配の方針を投資家に示すことが求められる。
出所：キリンホールディングス株式会社 第178回 定時株主総会招集ご通知（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/stock/pdf/178th_notice.pdf）
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.6. 役員報酬制度の設計と結果
経営計画の達成をより強く動機づけ、株主・投資家と共に中長期的な価値共有を促進するため
の報酬制度を新たに導入していることを示している。
具体的には、報酬の業績連動を一段と強化、また、譲渡制限付株式報酬の導入を行っている。

（価値協創ガイダンス）
11. 投資家は、役員報酬の金額自体よりも、役員報酬が企業の経営戦略や業績とどのように連動しているのか、また、経営方針や責任と整合的かといった制度設計の考え方を確認し、
企業評価において考慮する。
12. 企業には、成果や KPI〔5.〕との関連性を含め、報酬に関する制度設計の考え方を示すことが求められる。また、役員報酬と企業価値向上への寄与について投資家の理解と信任を
得られるよう努めることが重要である。
出所：キリンホールディングス株式会社 KIRIN REPORT 2016（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/library/integrated/pdf/report2016/kirinreport2016.pdf）等

25

6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題
実効性を評価する取組のプロセスとして、取締役会、およい監査役による自己評価（アンケート）を
起点として取締役会における議論を行っていることを示している。
実効性評価においては、「取締役会と経営陣との関係性」、「取締役会の構成」、「取締役会の運営
と審議」等の観点から実施し、その結果として「実効性が確保されている」との評価結果に至ったことを
示している。

（価値協創ガイダンス）
13. 投資家は、取締役会が自らの意思決定の責任を負い、実効性あるものとなっているかを客観的に評価することを求めている。企業には、その評価の結果や改善に向けて取り組むべき
優先課題を投資家に示すことが求められる。
出所：キリンホールディングス株式会社 KIRIN REPORT 2016（http://www.kirinholdings.co.jp/irinfo/library/integrated/pdf/report2016/kirinreport2016.pdf）等

26

別紙資料５－⑤

開示まとめ資料

JXTGホールディングス株式会社
＜本資料について＞
 本資料は価値協創ガイダンス（以下、「ガイダンス」）に基づいて、経済産業省と各社の協働により、各社
の開示情報のうち、ガイダンスの示す各要素に該当する情報は何かを抜粋したものであり、ステークホルダー
に対する開示として整理したものではありません。
 本資料はあくまでも、統合報告・ESG対話フォーラムでのプレゼンテーション目的に作成されたものであり、委
員の所属する企業の公式な見解を示すものではありません。なお、本資料は各社の直近の開示資料より作
成されたものであり、ガイダンスとの対応関係が明示的に示されていない事項について、各社の経営姿勢や
取組状況を示すものではありません。

価値協創ガイダンスの全体像
価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

ガバナンス

事業環境、外部環境への認識
1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

2.1. 市場勢⼒図における
位置づけ

1.2. 社会との接点

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

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

3.3. 事業環境の変化リスク

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）

3.1. ESGに対する認識

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

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
4.2. 経営資源・無形資産
等の確保・強化
4.2.1. ⼈的資本への投資
4.2.2. 技術（知的資
本）への投資
4.2.2.1. 研究開発投資
4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資

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

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

5.1 財務パフォーマンス
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

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

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

4.4. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略
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

出所︓経済産業省 価値協創ガイダンス

4.4.2. 無形資産の測定と
投資戦略 の評価・
モニタリング
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１．価値観
1.1. 企業理念と経営のビジョン

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

「JXTGグループ企業理念」
統合レポートの冒頭にて、当社の成り⽴ちを
⽰すとともに、経営理念を新たに制定したこと
を記載している。

（価値協創ガイダンス）
05. 企業は、⾃らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を⽰し、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや⽅法によって、それを体現するのか、基本的な考え⽅
を⽰すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、⽬指すべき⽅向性や優先して取り組む課題を⽰すことも有益である。
07. 投資家は、企業の⽬指すべき⽅向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を
踏まえた実施計画〔5.〕等を適切に評価することができる。
出所︓統合レポート 6ページ、7ページ
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.2. 社会との接点

社会的価値への視点
変⾰の全体像として、経営戦略を達成するた
めに、経済的価値のみならず、ESG、CSRを
含む社会的価値を向上させることについても
焦点を当てている。（詳細は後述）

（価値協創ガイダンス）
08. 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって⾃社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな事業機会にもなり得る。⾃社の理念やビジョンに基づいて、どの社会課題を経
営課題、事業機会として特定し、どのようにビジネスモデル〔2.〕、戦略〔4.〕に落とし込んでいくのかということは、企業の存在意義にも関わる重要な経営判断である。
09. 投資家が⻑期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどのように社会課題を⾃らのビジネスモデル〔2.〕に落とし込むのか、競争優位性と他社にない存在意義とのつながりを理
解することは重要な要素である。
10. 企業が、⾃らの経営課題、事業機会として捉えるべき社会課題を特定するに当たっては、株主、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性〔2.2.2.〕、国
際的な共通の社会課題として特定されている「持続可能な開発⽬標（SDGs）」等を視野に⼊れた国際社会における受容性を踏まえて考えていくことも有益である。
出所︓統合レポート 10ページ
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.1. 市場勢⼒図における位置づけ

⽯油、⾦属事業のサプライチェーンと当社の
ビジネスモデル
⽯油、⾦属事業のサプライチェーンを⽰すととも
に、それらを組み合わせることで、安定して利
益を創出できることを⽰している。

（価値協創ガイダンス）
06. ビジネスモデルを理解し、その実現可能性を評価するためには、ビジネスモデルが前提とする主な市場の付加価値連鎖（バリューチェーン）と競争環境、その中における⾃社の⽴ち位
置、競争優位をもたらす差別化要素等を把握することが必要である。
07. 企業が⾃らの認識を⽰し、投資家との対話等を通じて、投資家の認識や仮説とのずれを確認することは、⾃らのビジネスモデルや戦略〔4.〕を⾒直す契機として重要である。特に、
様々な企業を⽐較評価する投資家から⾒て、⾃社が差別化要素として考えているものが、競争優位性を持つと評価されているかどうかを知ることは有益である。
出所︓Introduction（統合レポート別冊） ２ページ、３ページ
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.1. 市場勢⼒図における位置づけ
エネルギー

⽯油・天然ガス開発

⾦属事業

事業環境の認識
統合レポート上にて、エネルギー、⽯油・天然
ガス開発、⾦属の各事業につき、どのように事
業環境を認識しているかを⽰している。

出所︓統合レポート 43ページ、47ページ、51ページ
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可⽋な要素
競争優位を確保するための取り組み
統合レポート上にて、エネルギー、⽯油・天然
ガス開発、⾦属の各事業につき、競争優位を
保つために必要となる取り組みを、
Discussion Pointとして整理している。

エネルギー

⽯油・天然ガス開発

⾦属事業

（価値協創ガイダンス）
14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を
⾏い、効率性を⾼めていくことは、ビジネスモデルの持続可能性を⽀えるものである。
15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維
持・強化しようとしているのかを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最⼤の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかったり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように
認識し、対処しようとしているのかは、重要な情報である。
出所︓統合レポート 42ページ、46ページ、50ページ
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.1. ESGに対する認識
グループCSR最優先課題マップ
CSRレポート上にて、各種ガイドライン、ESG
調査機関の評価項⽬や持続可能な開発⽬
標（SDGs）などを網羅的に検討し社会課
題を特定したうえで、外部から⾒た優先度と
当社グループから⾒た優先度の⼆軸で評価し、
優先すべき課題を特定している。

（価値協創ガイダンス）
07. 特に⻑期的視野に⽴つ投資家が企業を評価する視点として、ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の重要性が⾼まっている。そのような投資家は ESG の個別要素を単独で評価
するのではなく、企業のビジネスモデルの持続性や戦略の実現可能性にどのように影響を与えるのかを理解するための情報として捉えている。
08. ESG の概念・範囲には様々な考え⽅があり、これらを超過収益の源泉ととらえる投資家もいるが、多くの投資家は少なくとも中⻑期的なリスク要因として認識している。また、特に企
業の持続可能性（サステナビリティ）に関連する環境・社会（E・S）と企業価値を⾼める前提となる規律としてのガバナンス（G）とは、性質が異なる⾯があると捉えている。
09. したがって、企業は⾃社の中⻑期的な企業価値やビジネスモデルの持続性に影響を与える、あるいは事業の存続そのものに対するリスクとして、どのような ESG の社会・環境要素を
特定しているか、その影響をどのように認識しているかを⽰すべきである。また、そのようなリスクへの対応や事業機会につなげるための取組について、戦略〔4.〕の中で⽰すことも有益で
ある。
10. 企業が⾃社にとって重要な ESG 要素を特定する際、ビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セクター）において主なリスク要因として認識されているものを念頭におくことは、
投資家の理解を得る上で有⽤である。その際、様々な機関が推奨する項⽬に沿って取り組むことは⽬的ではなく、むしろ⾃社の企業価値への影響を踏まえて⾃らが取り組むべき項
⽬を特定し、それを説明することが重要である。
11. ガバナンスに関しては、6.で掲げる事項を参照しつつ、企業が⾃らのビジネスモデルを実現するための戦略を着実に実⾏し、持続的に企業価値を⾼める⽅向での規律やインセンティブ
がはたらく仕組みとなっていることについて、投資家からの信認を得ることが重要である。
出所︓CSRレポート 11ページ
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.2. 主要なステーク ホルダーとの関係性の維持
ステークホルダーとの対話
当社のステークホルダーを明⽰した上で、各ス
テークホルダーとの関係性や、コミュニケーション
⼿段について記載している。

（価値協創ガイダンス）
12. ⾃らのビジネスモデルを持続させるためには、経営資源や無形資産の確保とともに、
ステークホルダー等との関係性〔2.2.2.〕を維持、強化することが必要である。特に
中⻑期的な視点に⽴てば、各ステークホルダーの利益相反を極⼩化して、相互
に共有できる利益を拡⼤するビジネスモデルを設計することが、当該企業の社会
的価値を盤⽯なものにする。
13. 投資家は、投資家以外のステークホルダー価値の創造が、投資家への持続可能
で安定的な価値提供にもつながるという考え⽅を持っており、企業が主要なステー
クホルダーとどのように向き合い（関係性）、ビジネスの仕組みや進め⽅に落とし
込んでいるのかに関⼼がある。
14. 企業は、⾃社の企業理念や社会との接点に対する認識〔1.〕を踏まえ、主要な
ステークホルダーとの関係性をどのように構築し、その維持のためにどのような⽅策を
とるのかを投資家に対して⽰すべきである。
出所︓統合レポート 32ページ
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.3. 事業環境の変化リスク

事業等のリスク
有価証券報告書上に以下の項⽬に区分した
上で、当社のリスクを網羅的に記載している。
・経営統合に関するリスク
・グループ全体に関するリスク
・セグメント別のリスク

（価値協創ガイダンス）
15. 企業を取り巻く事業環境は複雑化し、IoT（Internet of Things）により常に世界とつながっている状況や、国内事業においても海外とサプライチェーンを通じてつながっている状況
等が、事業活動への脅威となるリスク要因や不確実性を増加させ、考慮すべきリスクの範囲を拡⼤している。このようなリスクや不確実性をどのように認識し、それに対してどのように対
応するかということは、企業の持続可能性や成⻑性にとって重要である。
出所︓有価証券報告書 18ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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

基幹事業の収益⼒強化
中期経営計画の基本⽅針として基幹事業の収益⼒
強化を掲げており、各事業への取り組みにブレークダウ
ンしている。
（各事業の取り組みについては2.2参照）

（価値協創ガイダンス）
05. 企業が戦略により達成すべき⽬標を⽰すとともに、それと整合的な形で経営資源等の確保・強化〔4.2.、4.3.〕、投資戦略・事業ポートフォリオ組替等の⽅策〔4.4.等〕を説明するこ
とは、投資家の理解を深める上で重要である。
07. 戦略において、企業がバリューチェーンにおける事業ポジションを維持するのか、新たなポジションに移⾏するのか、必要に応じて軸⾜を移すことが可能な仕組みを備えているかなどの概
略が⽰されることで、投資家は、⻑期的視点での投資判断に不可⽋な環境変化への耐性を理解し、企業のビジネスモデルと戦略をより適切に評価することが可能となる。
出所︓統合レポート 12ページ
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4．戦略
4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

経営基盤の強化
中期経営計画の基本⽅針として経営基盤の強化を掲
げており、システムや⼈材への投資を掲げている。

（価値協創ガイダンス）
08. 企業の戦略において、競争優位の源泉となる経営資源や無形資産等〔2.2.1.〕を確保・強化するためにどのような投資を⾏い、それらをどのように活⽤して顧客に価値を提供し、持
続的な企業価値向上につなげていくかということは重要な要素である。
09. これらの概略とともに、その成果をどのような時間軸、⽅法で評価するのかについて、成果指標〔5.〕等と合わせて⽰すことは、投資家が企業の戦略と実⾏⼒を評価する上で重要であ
る。
10. 企業のバランスシートにおいて、多くの無形資産は資産として認識されず、中⻑期的な価値向上を⾒据えた無形資産への戦略投資は当期費⽤の⼀部として取り扱われる。また、こ
れらの情報は、必ずしも企業が戦略的に捉える要素ごと、あるいはビジネスモデルが前提とする事業領域やセクター（セグメント）ごとに⽰されておらず、投資家に利益を圧縮する⾮
効率な費⽤としてのみ認識されるおそれがある。設備・施設等資産として認識されている有形資産への投資についても、必ずしもビジネスモデルや戦略に関連づけて⽰されていない。
11. したがって、企業の中⻑期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容を定量的、定性的に⽰すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献
するか、評価の指標や⽅法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から⾒て、これらの投資（費⽤）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して「投資収益
率（Return on Investment）」の考え⽅が⽰されることは有⽤である。
12. また、重要な経営資源や無形資産等の喪失リスクが顕在化した場合への対応として、他の経営資源で補完するなど（有形・無形資産を他の有形・無形資産で補完するなど）の
次善策を⽰すことも投資家からの信任を得る上で重要である。
13. これらの経営資源や無形資産やそれらへの投資のあり⽅は、事業領域や産業（セクター）によって異なるが、以下で⽰す主要な要素（⼈的資本、技術、ブランド、組織、M&A）
に関する投資家との対話における考え⽅を参照し、⾃らの戦略の中に組み込むことも有益である。
出所︓統合レポート 12ページ、13ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込
CSR推進体制
CSR活動に際しては、JXTGホールディ
ングス社⻑を議⻑とする「JXTGグルー
プCSR会議」を中⼼とした推進体制を
構築している旨を記載している。

（価値協創ガイダンス）
41. 企業が経営課題として特定した ESG 等のリスク〔3.〕について、⾃社のリスクマネジメントの中でどのように管理し、影響緩和のための⽅策を戦略に組み込んでいるかは投資家にとって
重要な情報である。
42. 戦略においては、ESG 等の要素をリスク・脅威としてのみならず、新たな事業を⽣み出し、また、ビジネスモデルを強化する機会としてどのように位置づけているか、そのためにどのような
投資や資源配分を⾏っているのかを⽰すことも重要である。
43. 特にグローバルな事業活動を⾏う企業にとっては、「持続可能な開発⽬標（SDGs）」等で⽰される国際的な社会課題に対して、⾃社の企業価値の持続的向上がこれら課題の解
決にもつながるという「共有価値の創造（CSV）」の観点を念頭に置くことも重要である。例えば、SDGs 等で掲げられる⽬標について、企業の価値観〔1.〕に基づき、⾃社の活動の
社会・環境への影響の⼤きさや企業価値を⾼める戦略の観点から優先順位を付けて取り組むことが考えられる。
44. 国際的に認識されている社会課題に関する枠組みを参照することは、グローバルな投資家の理解を促進し、建設的な対話を進めるために有⽤である。また、このような検討や対話を
通じて、企業⾃⾝が意識していなかった⾃社の強みや価値を認識することも重要である。
出所︓統合レポート 29ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込

参画・賛同する主な宣
⾔・イニシアチブ
当社はSDGsを含む複
数の宣⾔・イニシアチブ
に参画・賛同をしている
旨を開⽰している。

出所︓統合レポート 29ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略

次世代に向けた事業開発
現在の中計では基幹事業の収益
⼒強化を第⼀としつつも、次世代の
柱となる事業への投資についても実
施している旨が記載されている。

（価値協創ガイダンス）
45. 有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分を最適化することにより、持続的な企業価値向上を実現することは、企業の経営者が⾏う重要な意思決定である。
46. 経営資源・資本配分を最適化するためには、⾃社のビジネスモデル〔2.〕においてそれぞれの投資がどのように中⻑期的な収益や企業価値向上に寄与するのか、それらをどのように評
価・モニタリングして投資判断を⾏うかといったことが重要となる。
47. 投資家にとって、個別の経営資源や無形資産への投資判断〔4.2.等〕のみならず、企業が全体戦略の中で事業ポートフォリオをどのように構築し、組み替えていくのか、それぞれの経
営資源や資産の関係性をどのように捉えているのかを理解することは重要である。
出所︓統合レポート 17ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.1. 財務パフォーマンス

トップメッセージと財務ハイライト
過去5年間の財務ハイライト、及び2016年度の総括につ
いて記載されている。（ただし、当社は2017年4⽉1⽇
付で経営統合をしており、統合後の年度ベースの開⽰は
まだ⾏っていない）
（企業価値ガイダンス）
03. 企業の持続的な企業価値向上は、中⻑期的に資本コストを上回る財務パフォーマンス（キャッシュリターン）をあげることによって実現され、投資家はそうした価値創造に期待して⻑
期投資を⾏うことができる。
04. したがって、経営者がこれまでの⾃社の価値創造をどのように認識しているのか、また、企業価値向上に向けた戦略を実現する過程で⾜下の財政状態や経営成績をどのように分
析・評価しているのかということは、投資家にとって重要な情報である。
出所︓統合レポート 19ページ、22ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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

昨年の企業統合を経て、⼀つの統合会社としての⽬標等の議論
を開始しており、独⾃KPIの設計に関しても、現在検討中である。

（企業価値ガイダンス）
09. 企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）を⽰すことは有益だが、それだけでは企業がそれを達成するためにどのような具体的⾏動を取るかが⾒えにくいため、投資
家にとって説得⼒ある KPI にはならない。
10. そのため、⾃社固有の戦略〔4.〕に沿って将来の経営計画を策定し、その進捗状況を検証するための定量・定性それぞれの企業独⾃の KPI を設定することが求められる。
11. また、KPI の変更は、重要な戦略の変更を⾏ったことと理解されるため、その理由を投資家に対し⽰すことが有益である。
12. 企業独⾃の KPI を追求することで、企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）とのつながりが⾒えにくくなることがある。例えば、独⾃ KPI が細かすぎることで投資
家が理解しきれず、評価不能な情報となるおそれがある。
13. したがって、企業は、全体としての価値創造に関連するKPIを分解した結果が独⾃のKPIに結びつくように、または、独⾃の KPI を積み上げた結果が企業価値創造の KPI に接続す
るように KPI を設定し、組織全体として価値創造プロセスが実現するような設計を意識すべきである。

17

5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.4. 資本コストに対する認識

資本効率を重視した資本経営
中計にて、資本効率を重視した経
営管理の⼀環としてROIC管理を
⾏うことを⽰している。（ただし、資
本コストに関しては触れていない）

（企業価値ガイダンス）
15. 全体の企業価値創造に関連する KPI が意識されるとともに、⾃社の投資判断においても資本コストを超過するリターンを求める意志が伝わることは投資家の評価を得る上で重要で
ある。
16. 資本コストは市場が期待する収益率であり、負債コストと株式コストの加重平均（WACC）といった考え⽅もあるが、絶対的な定義はない。企業は、資本コストを投資家との間の信
頼関係や期待等を反映した総合的なものとして認識し、これに対する考え⽅を⾃社の経済的価値・株主価値の創出状況の認識の中で⽰すことが重要である。
出所︓統合レポート 20ぺージ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.5. 企業価値創造の達成度評価

昨年の企業統合を経て、⼀つの統合会社としての⽬標等の議論
を開始しており、独⾃KPI含む、企業価値創造の達成度評価につ
いては、今後開⽰する予定である。

（価値協創ガイダンス）
17. KPI の設定後には、その達成状況を投資家に⽰すことが重要である。特に、達成できなかった場合においては、その理由を事業環境要因のみでなく、⾃社のビジネスモデル及び戦略
に照らし合わせて説明することが投資家の理解を得る上で重要である。
18. 企業にとって、そのような対話の積み重ねを通じて、事業環境要因に左右されにくい戦略の精緻化や⾼度化を図り、経営⼒を⾼めるための PDCA サイクルとしていくことは有益である。
投資家が、そのような企業との対話を通じてKPIやその背景となる戦略を理解することは、企業に対する信頼を⾼めるためにも重要である。
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続

事業形態に合わせたガバナンス
持株会社に、事業形態の⼤きく異
なる3つの事業会社を配置するとい
う当社の事業形態に合わせ、本社
の取締役会と各社との役割分担等
を明確にしている。

（価値協創ガイダンス）
03. 投資家は、⼀連の企業⾏動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能なものであるかを投資判断に必要な情報としている。企業が戦略を実⾏する上での課題解決にふさわしい経
営陣や取締役が適時・適切に選任され、成果に応じた評価がなされているか、また、そのような仕組みが組織として継続的に確保できるかということを重視している。
04. 企業には、経営⽅針や優先する経営課題を投資家と共有するとともに、その課題解決および実⾏に最もふさわしい経営陣の資質及びそのような経営者を選任・育成するための後
継者計画（サクセッション・プラン）を⽰すとともに、取締役会がそのような仕組みを持続的に確保できることを⽰すことが求められる。
出所︓統合レポート 60ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.2. 社⻑、経営陣のスキルおよび多様性

取締役及び監査役
統合レポート上において、社内役員
の開⽰として、顔写真、経歴を記
載し、多様性を⽰している。

（価値協創ガイダンス）
05. 投資家は、業務執⾏を担う経営陣（企業の経営判断を担う社⻑・CEO、業務執⾏取締役、執⾏役・執⾏役員その他重要な使⽤⼈）が、求められる資質や能⼒を備えているこ
と、そして意思決定した事項を着実に実⾏することを求めている。さらに、取締役会や経営陣全体としての機能を発揮するため、属性や経験、能⼒等の多様性（ダイバーシティ）が
確保されていること、透明性・合理性の⾼い意思決定を⾏う仕組みが担保されていることを重視している。
06. 企業には、これらに関する⾃社の考え⽅を明確にしつつ、投資家との対話からの⽰唆も活⽤して、情報提供を⾏うことが求められる。
出所︓統合レポート 56ページ
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6．ガバナンス
6.3. 社外役員のスキルおよび多様性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

社外役員
統合レポート上において、社外役員についても、
顔写真、経歴を記載し、多様性を⽰すとともに、
選任理由や会議体への出席状況についても開⽰
している。

（価値協創ガイダンス）
07. 投資家は、主として業務執⾏に対する監督の役割を担う社外役員（社外取締役等）に対して、⼀般株主の利益を確保する観点から、独⽴した客観的な⽴場とその意思を有し
ていることを前提条件として求めている。さらに、個々の社外役員が業務執⾏を担う経営陣等と対等の議論をするに⼗分な能⼒や、経験を有しており、また、社外役員全体として多
様性が確保されることで、⼀般株主との利益相反の監督のために活動・貢献することを求めている。
08. 企業には、社外役員の経歴や属性、実際に果たした役割等に関する情報を⽰すとともに、必要に応じて社外取締役等が投資家への情報発信や対話を⾏うなど積極的な対応が求
められる。
出所︓統合レポート 58ページ、59ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.4. 戦略的意思決定の監督・評価

コーポレートガバナンス体制
6.1に記載したコーポレートガバナン
スの記載⽅針の他、社外取締役を
含む取締役会が経営陣のモニタリ
ングを適切に実施するための体制に
ついて記載している。

（価値協創ガイダンス）
09. 投資家は、⼗分なスキルおよび多様性を備えた取締役、特に社外取締役等が、⾃らに代わって業務執⾏を担う経営陣の戦略的意思決定を適切に監督・評価（モニタリング）する
ことを求めている。企業にはその仕組みとモニタリングの結果を投資家に⽰していくことが求められる。
出所︓統合レポート 61ページ

23

6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.5. 利益分配の⽅針

利益還元の考え⽅
統合レポートのトップメッセージにおいて、株主還
元の考え⽅についても触れられている。C

（価値協創ガイダンス）
10. 投資家にとって、企業の利益分配は最も確実な収益の源泉であり、その⽅針は投資判断における重要な情報である。企業には、利益分配の⽅針を投資家に⽰すことが求められる。
出所︓統合レポート 18ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.6. 役員報酬制度の設計と結果

役員報酬制度
報酬諮問委員会を設けていることに加え、トピック
スとして役員報酬制度の詳細について記載してい
る。

（価値協創ガイダンス）
11. 投資家は、役員報酬の⾦額⾃体よりも、役員報酬が企業の経営戦略や業績とどのように連動しているのか、また、経営⽅針や責任と整合的かといった制度設計の考え⽅を確認し、
企業評価において考慮する。
12. 企業には、成果や KPI〔5.〕との関連性を含め、報酬に関する制度設計の考え⽅を⽰すことが求められる。また、役員報酬と企業価値向上への寄与について投資家の理解と信任を
得られるよう努めることが重要である。
出所︓統合レポート 62ページ、65ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題

取締役会の実効性評価
統合レポートの1トピックスとし
て、取締役会の実効性評価
について記載している。

（価値協創ガイダンス）
13. 投資家は、取締役会が⾃らの意思決定の責任を負い、実効性あるものとなっているかを客観的に評価することを求めている。企業には、その評価の結果や改善に向けて取り組むべき
優先課題を投資家に⽰すことが求められる。
出所︓統合レポート 63ページ
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別紙資料５－⑥

開示まとめ資料

三井化学株式会社
＜本資料について＞
 本資料は価値協創ガイダンス（以下、「ガイダンス」）に基づいて、経済産業省と各社の協働により、各社
の開示情報のうち、ガイダンスの示す各要素に該当する情報は何かを抜粋したものであり、ステークホルダー
に対する開示として整理したものではありません。
 本資料はあくまでも、統合報告・ESG対話フォーラムでのプレゼンテーション目的に作成されたものであり、委
員の所属する企業の公式な見解を示すものではありません。なお、本資料は各社の直近の開示資料より作
成されたものであり、ガイダンスとの対応関係が明示的に示されていない事項について、各社の経営姿勢や
取組状況を示すものではありません。

価値協創ガイダンスの全体像
価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

ガバナンス

事業環境、外部環境への認識
1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

2.1. 市場勢力図における
位置づけ

1.2. 社会との接点

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

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

3.3. 事業環境の変化リスク

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）

3.1. ESGに対する認識

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

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
4.2. 経営資源・無形資産
等の確保・強化
4.2.1. 人的資本への投資
4.2.2. 技術（知的資
本）への投資
4.2.2.1. 研究開発投資
4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資

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. 成長加速の時間を
短縮する方策

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

5.1 財務パフォーマンス
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

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

6.1. 経営課題解決にふさ
わしい取締役会の持
続性

6.2. 社長、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

4.4. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略
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

出所：経済産業省 価値協創ガイダンス

4.4.2. 無形資産の測定と
投資戦略 の評価・
モニタリング
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.1. 企業理念と経営のビジョン

三井化学レポート 2017 Page 1

「将来像」の提示
グループとして追求する将来像、さらに社会課題や
企業の強みをもとに追求する事業領域ごとの使命や
コンセプトを示している。

三井化学レポート 2017 Page 29

（価値協創ガイダンス）
05. 企業は、自らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を示し、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや方法によって、それを体現するのか、基本的な考え方
を示すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、目指すべき方向性や優先して取り組む課題を示すことも有益である。
07. 投資家は、企業の目指すべき方向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を
踏まえた実施計画〔5.〕等を適切に評価することができる。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等

3

１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.2. 社会との接点
事業と社会の接点、見える化
グループとして追求する企業理念
やビジョンについて、三井化学の製
品やサービスを通じて、如何に実
現していくのかを示している。
例として、「環境」や「ＱＯＬの向
上」に対して裨益する製品やサー
ビスをそれぞれBlue Valueや
Rose Valueと銘打ち、その売上
比率向上を通じて、環境・社会に
貢献していくこと、それを可視化す
ることを示している。

三井化学レポート 2017
Page 32
（価値協創ガイダンス）
08. 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって自社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな事業機会にもなり得る。自社の理念やビジョンに基づいて、どの社会課題を
経営課題、事業機会として特定し、どのようにビジネスモデル〔2.〕、戦略〔4.〕に落とし込んでいくのかということは、企業の存在意義にも関わる重要な経営判断である。
09. 投資家が長期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどのように社会課題を自らのビジネスモデル〔2.〕に落とし込むのか、競争優位性と他社にない存在意義とのつながりを
理解することは重要な要素である。
10. 企業が、自らの経営課題、事業機会として捉えるべき社会課題を特定するに当たっては、株主、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性〔2.2.2.〕、
国際的な共通の社会課題として特定されている「持続可能な開発目標（SDGs）」等を視野に入れた国際社会における受容性を踏まえて考えていくことも有益である。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.1. 市場勢力図における位置づけ

三井化学レポート 2017 Page 6~7

主な事業領域における市場勢力図、位置付け
統合報告書において、モビリティ事業、ヘルスケア事業、
フード＆パッケージング事業を通じて、社会課題・ニーズ
に如何に応えていくのか、また、これら事業領域における
位置づけ（ポジション）についても示している。
事業領域における強み、機会・リスク、チャンレンジ
主な事業領域において、三井化学が持つ「強み」、
「機会・リスク」、および「チャレンジ」を示している。

三井化学レポート 2017 Page 40
（価値協創ガイダンス）
06. ビジネスモデルを理解し、その実現可能性を評価するためには、ビジネスモデルが前提とする主な市場の付加価値連鎖（バリューチェーン）と競争環境、その中における自社の立ち位
置、競争優位をもたらす差別化要素等を把握することが必要である。
07. 企業が自らの認識を示し、投資家との対話等を通じて、投資家の認識や仮説とのずれを確認することは、自らのビジネスモデルや戦略〔4.〕を見直す契機として重要である。特に、
様々な企業を比較評価する投資家から見て、自社が差別化要素として考えているものが、競争優位性を持つと評価されているかどうかを知ることは有益である。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可欠な要素
バリューチェーンにおける競争優位性
顧客価値や消費者価値の観点に紐付けつつ、バリューチェーン全体において、三井化学グループ
の競争力を支える「資源（幅広い製品群、技術力、提供するソリューション）」を示している。

三井化学レポート 2017 Page 61
（価値協創ガイダンス）
14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を
行い、効率性を高めていくことは、ビジネスモデルの持続可能性を支えるものである。
15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維
持・強化しようとしているのかを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最大の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかったり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように
認識し、対処しようとしているのかは、重要な情報である。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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３．持続可能性・成長性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.1. ESGに対する認識
ESGに対する認識
三井化学として掲げる企業理念や
使命に絡めて、ESGのうち「環境」や
「社会」におけると考え方と取組内容
を示している。
上記の「環境」と「社会」に「経済」を
加え、これらの観点を持ち、それぞれ
のバランスを取りながら企業価値向
上に繋げる『３軸経営』の考え方を
示している。

三井化学レポート 2017 Page 28

三井化学レポート 2017 Page 28

（価値協創ガイダンス）
07. 特に長期的視野に立つ投資家が企業を評価する視点として、ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の重要性が高まっている。そのような投資家は ESG の個別要素を単独で評価
するのではなく、企業のビジネスモデルの持続性や戦略の実現可能性にどのように影響を与えるのかを理解するための情報として捉えている。
08. ESG の概念・範囲には様々な考え方があり、これらを超過収益の源泉ととらえる投資家もいるが、多くの投資家は少なくとも中長期的なリスク要因として認識している。また、特に企
業の持続可能性（サステナビリティ）に関連する環境・社会（E・S）と企業価値を高める前提となる規律としてのガバナンス（G）とは、性質が異なる面があると捉えている。
09. したがって、企業は自社の中長期的な企業価値やビジネスモデルの持続性に影響を与える、あるいは事業の存続そのものに対するリスクとして、どのような ESG の社会・環境要素を
特定しているか、その影響をどのように認識しているかを示すべきである。また、そのようなリスクへの対応や事業機会につなげるための取組について、戦略〔4.〕の中で示すことも有益で
ある。
10. 企業が自社にとって重要な ESG 要素を特定する際、ビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セクター）において主なリスク要因として認識されているものを念頭におくことは、
投資家の理解を得る上で有用である。その際、様々な機関が推奨する項目に沿って取り組むことは目的ではなく、むしろ自社の企業価値への影響を踏まえて自らが取り組むべき項
目を特定し、それを説明することが重要である。
11. ガバナンスに関しては、6.で掲げる事項を参照しつつ、企業が自らのビジネスモデルを実現するための戦略を着実に実行し、持続的に企業価値を高める方向での規律やインセンティブ
がはたらく仕組みとなっていることについて、投資家からの信認を得ることが重要である。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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３．持続可能性・成長性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.2. 主要なステーク ホルダーとの関係性の維持

三井化学レポート 2017 Page 70

ステークホルダーに対するエンゲージメント
三井化学グループとして、投資家、顧客、
取引先、従業員、社会といった様々なス
テークホルダーに対して、根底としてどのよう
な姿勢を志向していくのかを示している。
さらに、各ステークホルダーに対し、グループ
として具体的にどのような取り組みを行って
いるのかを示している。
三井化学レポート 2017 Page 70~71
（価値協創ガイダンス）
12. 自らのビジネスモデルを持続させるためには、経営資源や無形資産の確保とともに、ステークホルダー等との関係性〔2.2.2.〕を維持、強化することが必要である。特に中長期的な視
点に立てば、各ステークホルダーの利益相反を極小化して、相互に共有できる利益を拡大するビジネスモデルを設計することが、当該企業の社会的価値を盤石なものにする。
13. 投資家は、投資家以外のステークホルダー価値の創造が、投資家への持続可能で安定的な価値提供にもつながるという考え方を持っており、企業が主要なステークホルダーとどのよう
に向き合い（関係性）、ビジネスの仕組みや進め方に落とし込んでいるのかに関心がある。
14. 企業は、自社の企業理念や社会との接点に対する認識〔1.〕を踏まえ、主要なステークホルダーとの関係性をどのように構築し、その維持のためにどのような方策をとるのかを投資家に
対して示すべきである。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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３．持続可能性・成長性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.3. 事業環境の変化リスク

リスクに対するマネジメント
リスクマネジメントの体制として、
どのようにキリングループ各社に
関連する「重要リスク」に対して、
ＰＤＣＡサイクルをまわしてい
るのか、を示している。

三井化学レポート 2017
Page 41

長期的な「機会」と「リスク」
有価証券報告書の事業等のリスクに加えて、
2025年の長期的展望のもと、「機会」と合わせて、
「リスク」を示している。
2025長期経営計画
Page 12
（価値協創ガイダンス）
15. 企業を取り巻く事業環境は複雑化し、IoT（Internet of Things）により常に世界とつながっている状況や、国内事業においても海外とサプライチェーンを通じてつながっている状況
等が、事業活動への脅威となるリスク要因や不確実性を増加させ、考慮すべきリスクの範囲を拡大している。このようなリスクや不確実性をどのように認識し、それに対してどのように対
応するかということは、企業の持続可能性や成長性にとって重要である。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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
事業ポジションの変革
既存のマテリアルサプライヤーとしての位置づけから、ソリューション
プロバイダーへの変革を目指すことを示している。また、各事業
領域における成長に向けた取組を示している。

2025長期経営計画
Page 17

2025長期経営計画
Page 19

2025長期経営計画 Page 17

（価値協創ガイダンス）
05. 企業が戦略により達成すべき目標を示すとともに、それと整合的な形で経営資源等の確保・強化〔4.2.、4.3.〕、投資戦略・事業ポートフォリオ組替等の方策〔4.4.等〕を説明するこ
とは、投資家の理解を深める上で重要である。
07. 戦略において、企業がバリューチェーンにおける事業ポジションを維持するのか、新たなポジションに移行するのか、必要に応じて軸足を移すことが可能な仕組みを備えているかなどの概
略が示されることで、投資家は、長期的視点での投資判断に不可欠な環境変化への耐性を理解し、企業のビジネスモデルと戦略をより適切に評価することが可能となる。
出所：三井化学株式会社 2025長期経営計画（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/pdf/event_161116.pdf）
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化
成長投資の実施、知的財産や人材の強化
競争力強化に向けた、成長投資として、「知的財産」や「人材」
の強化に向けた投資等の取組を示している。

知的財産については、知財ポートフォリオの変革として、各事業
領域における個別に取組み、ひいては全体としての競争力に繋
がるポートフォリオを構築することを示している。

三井化学レポート 2017 Page 61

三井化学レポート 2017 Page 61

（価値協創ガイダンス）
08. 企業の戦略において、競争優位の源泉となる経営資源や無形資産等〔2.2.1.〕を確保・強化するためにどのような投資を行い、それらをどのように活用して顧客に価値を提供し、持
続的な企業価値向上につなげていくかということは重要な要素である。
09. これらの概略とともに、その成果をどのような時間軸、方法で評価するのかについて、成果指標〔5.〕等と合わせて示すことは、投資家が企業の戦略と実行力を評価する上で重要である。
10. 企業のバランスシートにおいて、多くの無形資産は資産として認識されず、中長期的な価値向上を見据えた無形資産への戦略投資は当期費用の一部として取り扱われる。また、こ
れらの情報は、必ずしも企業が戦略的に捉える要素ごと、あるいはビジネスモデルが前提とする事業領域やセクター（セグメント）ごとに示されておらず、投資家に利益を圧縮する非
効率な費用としてのみ認識されるおそれがある。設備・施設等資産として認識されている有形資産への投資についても、必ずしもビジネスモデルや戦略に関連づけて示されていない。
11. したがって、企業の中長期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容を定量的、定性的に示すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献
するか、評価の指標や方法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から見て、これらの投資（費用）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して「投資収益
率（Return on Investment）」の考え方が示されることは有用である。
12. また、重要な経営資源や無形資産等の喪失リスクが顕在化した場合への対応として、他の経営資源で補完するなど（有形・無形資産を他の有形・無形資産で補完するなど）の
次善策を示すことも投資家からの信任を得る上で重要である。
13. これらの経営資源や無形資産やそれらへの投資のあり方は、事業領域や産業（セクター）によって異なるが、以下で示す主要な要素（人的資本、技術、ブランド、組織、M&A）
に関する投資家との対話における考え方を参照し、自らの戦略の中に組み込むことも有益である。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込
SDGsの戦略への組込
SDGsが示す社会課題・ニーズを踏
まえ、これら解決や持続可能な社会
の実現に資する取組をRose Value
と位置付けていることを示している。

三井化学レポート 2017
Page 33
（価値協創ガイダンス）
41. 企業が経営課題として特定した ESG 等のリスク〔3.〕について、自社のリスクマネジメントの中でどのように管理し、影響緩和のための方策を戦略に組み込んでいるかは投資家にとって
重要な情報である。
42. 戦略においては、ESG 等の要素をリスク・脅威としてのみならず、新たな事業を生み出し、また、ビジネスモデルを強化する機会としてどのように位置づけているか、そのためにどのような
投資や資源配分を行っているのかを示すことも重要である。
43. 特にグローバルな事業活動を行う企業にとっては、「持続可能な開発目標（SDGs）」等で示される国際的な社会課題に対して、自社の企業価値の持続的向上がこれら課題の解
決にもつながるという「共有価値の創造（CSV）」の観点を念頭に置くことも重要である。例えば、SDGs 等で掲げられる目標について、企業の価値観〔1.〕に基づき、自社の活動の
社会・環境への影響の大きさや企業価値を高める戦略の観点から優先順位を付けて取り組むことが考えられる。
44. 国際的に認識されている社会課題に関する枠組みを参照することは、グローバルな投資家の理解を促進し、建設的な対話を進めるために有用である。また、このような検討や対話を
通じて、企業自身が意識していなかった自社の強みや価値を認識することも重要である。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略

10年間総額“１兆円”規模の成長投資
2025年長期経営目標の達成に向け、10年間で総額で
“１兆円”もの大規模な成長投資を、とりわけ、重要度が高い
ターゲット授業領域を中心に対して行うことを示している。
そのうち、「戦略投資」や「研究開発」について、大規模な投資
により、重点的に取り組んでいくことを示している。

三井化学レポート 2017 Page 61

（価値協創ガイダンス）
45. 有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分を最適化することにより、持続的な企業価値向上を実現することは、企業の経営者が行う重要な意思決定である。
46. 経営資源・資本配分を最適化するためには、自社のビジネスモデル〔2.〕においてそれぞれの投資がどのように中長期的な収益や企業価値向上に寄与するのか、それらをどのように評
価・モニタリングして投資判断を行うかといったことが重要となる。
47. 投資家にとって、個別の経営資源や無形資産への投資判断〔4.2.等〕のみならず、企業が全体戦略の中で事業ポートフォリオをどのように構築し、組み替えていくのか、それぞれの経
営資源や資産の関係性をどのように捉えているのかを理解することは重要である。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.1. 財務パフォーマンス
財務面の目標と達成状況
主な財務指標について、設定
した目標に対する達成状況を
示している。

三井化学レポート 2017 Page 12

財務パフォーマンス
非財務と合わせて、基本的な財務
面のパフォーマンスを時系列で示し
ている。

三井化学レポート 2017 Page 22

（企業価値ガイダンス）
03. 企業の持続的な企業価値向上は、中長期的に資本コストを上回る財務パフォーマンス（キャッシュリターン）をあげることによって実現され、投資家はそうした価値創造に期待して長
期投資を行うことができる。
04. したがって、経営者がこれまでの自社の価値創造をどのように認識しているのか、また、企業価値向上に向けた戦略を実現する過程で足下の財政状態や経営成績をどのように分
析・評価しているのかということは、投資家にとって重要な情報である。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.2. 戦略の進捗を示す独自KPIの設定
KPIの設定、向上に向けた取組
定量目標として、「Blue Value、Rose Value」の
設定等を行っており、その指標の設定における考え方・
狙い、長期目標、時系列の達成状況を示している。

KPIの目的
定量目標として設定された、「Blue Value、Rose
Value」の目的として、なぜ、当該指標を用いているの
かを示している。

ホームページ
三井化学グループのCSR 環境・社会貢献の見える化
三井化学レポート 2017 Page 33
（企業価値ガイダンス）
09. 企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）を示すことは有益だが、それだけでは企業がそれを達成するためにどのような具体的行動を取るかが見えにくいため、投資
家にとって説得力ある KPI にはならない。
10. そのため、自社固有の戦略〔4.〕に沿って将来の経営計画を策定し、その進捗状況を検証するための定量・定性それぞれの企業独自の KPI を設定することが求められる。
11. また、KPI の変更は、重要な戦略の変更を行ったことと理解されるため、その理由を投資家に対し示すことが有益である。
出所：三井化学株式会社 ホームページ 三井化学グループのCSR 環境・社会貢献の見える化（https://www.mitsuichem.com/jp/csr/mitsuichem_csr/visualization.htm）等
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.3. 企業価値創造と独自KPIの接続による価値創造設計
KPIと接続された製品・サービス
2025年目標が設定されているBlue Valueおよび
Rose Value（ 2025年に売上高比率30%目標）
と絡めた製品やサービスを提供していることを示している。

三井化学レポート 2017
Page 47
（企業価値ガイダンス）
12. 企業独自の KPI を追求することで、企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）とのつながりが見えにくくなることがある。例えば、独自 KPI が細かすぎることで投資
家が理解しきれず、評価不能な情報となるおそれがある。
13. したがって、企業は、全体としての価値創造に関連するKPIを分解した結果が独自のKPIに結びつくように、または、独自の KPI を積み上げた結果が企業価値創造の KPI に接続す
るように KPI を設定し、組織全体として価値創造プロセスが実現するような設計を意識すべきである。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.4. 資本コストに対する認識
資本政策の提示
投資家に対する利益還元を重
視した資本政策を据えておいて
いることを示している（資本コス
トは触れていない）。

三井化学株式会社コーポレートガバナンス・ガイドライン Page 2
（企業価値ガイダンス）
15. 全体の企業価値創造に関連する KPI が意識されるとともに、自社の投資判断においても資本コストを超過するリターンを求める意志が伝わることは投資家の評価を得る上で重要で
ある。
16. 資本コストは市場が期待する収益率であり、負債コストと株式コストの加重平均（WACC）といった考え方もあるが、絶対的な定義はない。企業は、資本コストを投資家との間の信
頼関係や期待等を反映した総合的なものとして認識し、これに対する考え方を自社の経済的価値・株主価値の創出状況の認識の中で示すことが重要である。
出所：三井化学株式会社 コーポレートガバナンス・ガイドライン（https://www.mitsuichem.com/jp/corporate/pdf/governance_guide.pdf）等
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5．成果と重要な成果指標（KPI）
5.5. 企業価値創造の達成度評価

2025長期経営計画 Page 5

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

財務KPIによるモニタリング、達成度評価
ROEはじめ、企業価値に繋がる財務KPIについて、
様々な場において目標の提示、進捗（見込み値、
実績）を示している。

三井化学レポート 2017 Page 12

（価値協創ガイダンス）
17. KPI の設定後には、その達成状況を投資家に示すことが重要である。特に、達成できなかった場合においては、その理由を事業環境要因のみでなく、自社のビジネスモデル及び戦略
に照らし合わせて説明することが投資家の理解を得る上で重要である。
18. 企業にとって、そのような対話の積み重ねを通じて、事業環境要因に左右されにくい戦略の精緻化や高度化を図り、経営力を高めるための PDCA サイクルとしていくことは有益である。
投資家が、そのような企業との対話を通じてKPIやその背景となる戦略を理解することは、企業に対する信頼を高めるためにも重要である。
出所：三井化学株式会社 2025長期経営計画（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/pdf/event_161116.pdf）
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続
取締役の選任
取締役の選任について、経営課題の解決を実現できる組織
を為すため、業務執行取締役に対する要件、社外取締役に
対する要件等を示している。

三井化学株式会社コーポレートガバナンス・ガイドライン Page 6

経営人材の育成
グループ経営を担う人材の選
抜や育成を戦略的且つ計画
的に実施するタレントマネジメ
ントの仕組みを構築したことを
示している。

三井化学株式会社
コーポレートガバナンス・ガイドライン Page 5

取締役会による長期経営計画に対する取組
取締役会による長期経営計画の目標設定、公表、実
現に向けた取組のあり方を示している。
三井化学レポート 2017
Page 62
（価値協創ガイダンス）
03. 投資家は、一連の企業行動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能なものであるかを投資判断に必要な情報としている。企業が戦略を実行する上での課題解決にふさわしい経
営陣や取締役が適時・適切に選任され、成果に応じた評価がなされているか、また、そのような仕組みが組織として継続的に確保できるかということを重視している。
04. 企業には、経営方針や優先する経営課題を投資家と共有するとともに、その課題解決および実行に最もふさわしい経営陣の資質及びそのような経営者を選任・育成するための後
継者計画（サクセッション・プラン）を示すとともに、取締役会がそのような仕組みを持続的に確保できることを示すことが求められる。
出所：三井化学株式会社 コーポレートガバナンス・ガイドライン（https://www.mitsuichem.com/jp/corporate/pdf/governance_guide.pdf）等
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.2. 社長、経営陣のスキルおよび多様性

三井化学株式会社 ホームページ コーポレートガバナンス

取締役会のスキルおよび多様性
多様な事業を行う企業として、取締役に対して期待されるスキルや経験が示されている。
取締役会全体の“バランス”が重視され、多様なスキルや経験を重視している旨を示している。
取締役会の属性面の多様性について、取締役の選定にあたり、「性別」や「国籍」に囚われ
ないことが明記されている。

（価値協創ガイダンス）
05. 投資家は、業務執行を担う経営陣（企業の経営判断を担う社長・CEO、業務執行取締役、執行役・執行役員その他重要な使用人）が、求められる資質や能力を備えているこ
と、そして意思決定した事項を着実に実行することを求めている。さらに、取締役会や経営陣全体としての機能を発揮するため、属性や経験、能力等の多様性（ダイバーシティ）が
確保されていること、透明性・合理性の高い意思決定を行う仕組みが担保されていることを重視している。
06. 企業には、これらに関する自社の考え方を明確にしつつ、投資家との対話からの示唆も活用して、情報提供を行うことが求められる。
出所：三井化学株式会社 ホームページ コーポレートガバナンス（https://www.mitsuichem.com/jp/corporate/governance.htm）
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.3. 社外役員のスキルおよび多様性
社外役員に対する期待
取締役会として説明責任を果たし、
透明性の強化のために社外役員に
対して期待する内容を示している。
社外役員のスキル多様性
実際の社外役員の選任にあたり、
多様性のあるスキルや経験が重視
されていることを示している。

三井化学株式会社 ホームページ コーポレートガバナンス

三井化学レポート 2017 Page 67
三井化学レポート 2017 Page 67
（価値協創ガイダンス）
07. 投資家は、主として業務執行に対する監督の役割を担う社外役員（社外取締役等）に対して、一般株主の利益を確保する観点から、独立した客観的な立場とその意思を有し
ていることを前提条件として求めている。さらに、個々の社外役員が業務執行を担う経営陣等と対等の議論をするに十分な能力や、経験を有しており、また、社外役員全体として多
様性が確保されることで、一般株主との利益相反の監督のために活動・貢献することを求めている。
08. 企業には、社外役員の経歴や属性、実際に果たした役割等に関する情報を示すとともに、必要に応じて社外取締役等が投資家への情報発信や対話を行うなど積極的な対応が求
められる。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

成果と重要な
成果指標

戦略

ガバナンス

（KPI)

6.4. 戦略的意思決定の監督・評価
意思決定を監督・評価するガバナンス体制
取締役会や全社戦略会議の場を設けるほ
か、監査役会設置会社として、監査役会や
外部監査、関係する委員会や内部統制に
よる監査等の体制が構築されていることを示
している。
取締役会に繋がる委員会として、人事諮問
委員会や役員報酬諮問委員会を設置され
ていることを示している。

三井化学レポート 2017 Page 65

三井化学レポート 2017
Page 65
（価値協創ガイダンス）
09. 投資家は、十分なスキルおよび多様性を備えた取締役、特に社外取締役等が、自らに代わって業務執行を担う経営陣の戦略的意思決定を適切に監督・評価（モニタリング）する
ことを求めている。企業にはその仕組みとモニタリングの結果を投資家に示していくことが求められる。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.5. 利益分配の方針
利益分配の方針
企業としての利益をどのように株主
配当や内部留保として配分していく
のか、根底の考え方を示している。
三井化学株式会社 ホームページ
投資家情報 配当情報

株主に対する利益還元、内部留保
株主に対する利益還元として、配当金に関する
配当性向に対する考え方や実際の配当実績を
示している。
内部留保に対しては、今後の成長や拡大戦略、
事業ポートフォリオ実現の加速に向けて、投資
や研究開発に充当していくことを示している。
三井化学株式会社 ホームページ 投資家情報 配当情報
（価値協創ガイダンス）
10. 投資家にとって、企業の利益分配は最も確実な収益の源泉であり、その方針は投資判断における重要な情報である。企業には、利益分配の方針を投資家に示すことが求められる。
出所：三井化学株式会社 ホームページ 投資家情報 配当情報（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/dividend/index.htm）
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.6. 役員報酬制度の設計と結果

三井化学レポート 2017 Page 66

三井化学レポート
2017 Page 66 三井化学レポート 2017 Page 66

役員報酬の基本方針
役員報酬を決める際の、基本
的な方針を示している。
報酬制度の設計
持続的成長の追求を後押し
するインセンティブ設計を導入
したことを示している。

三井化学レポート 2017 Page 64

（価値協創ガイダンス）
11. 投資家は、役員報酬の金額自体よりも、役員報酬が企業の経営戦略や業績とどのように連動しているのか、また、経営方針や責任と整合的かといった制度設計の考え方を確認し、
企業評価において考慮する。
12. 企業には、成果や KPI〔5.〕との関連性を含め、報酬に関する制度設計の考え方を示すことが求められる。また、役員報酬と企業価値向上への寄与について投資家の理解と信任を
得られるよう努めることが重要である。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題

三井化学レポート 2017 Page 67

取締役会の実効性評価の実施
三井化学レポート 2017 Page 66

実効性を評価する取組のプロセスとして、取締役会、および監
査役による自己評価（アンケート）を起点として取締役会や
社外役員会議における議論を行っていることを示している。

取締役会の実効性に関する社外取締役との対話
三井化学レポート 2017 Page 18
三井化学レポート
2017 Page 18

取締役と社外取締役によって、取締役会の実効性に関する
対話を行い、その対話内容を統合報告書の中で示している。

（価値協創ガイダンス）
13. 投資家は、取締役会が自らの意思決定の責任を負い、実効性あるものとなっているかを客観的に評価することを求めている。企業には、その評価の結果や改善に向けて取り組むべき
優先課題を投資家に示すことが求められる。
出所：三井化学株式会社 三井化学レポート 2017（https://www.mitsuichem.com/jp/ir/library/ar/pdf/ar17_all_jp.pdf?1517894054378）等
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別紙資料５－⑦

開示まとめ資料

オムロン株式会社
＜本資料について＞
 本資料は価値協創ガイダンス（以下、「ガイダンス」）に基づいて、経済産業省と各社の協働により、各社
の開示情報のうち、ガイダンスの示す各要素に該当する情報は何かを抜粋したものであり、ステークホルダー
に対する開示として整理したものではありません。
 本資料はあくまでも、統合報告・ESG対話フォーラムでのプレゼンテーション目的に作成されたものであり、委
員の所属する企業の公式な見解を示すものではありません。なお、本資料は各社の直近の開示資料より作
成されたものであり、ガイダンスとの対応関係が明示的に示されていない事項について、各社の経営姿勢や
取組状況を示すものではありません。

価値協創ガイダンスの全体像
価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

ガバナンス

事業環境、外部環境への認識
1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

2.1. 市場勢⼒図における
位置づけ

1.2. 社会との接点

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

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

3.3. 事業環境の変化リスク

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）

3.1. ESGに対する認識

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

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
4.2. 経営資源・無形資産
等の確保・強化
4.2.1. ⼈的資本への投資
4.2.2. 技術（知的資
本）への投資
4.2.2.1. 研究開発投資
4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資

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

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

5.1 財務パフォーマンス
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

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

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

4.4. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略
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

出所︓経済産業省 価値協創ガイダンス
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.1. 企業理念と経営のビジョン
統合報告書（統合レポート2017）等
1959年に制定された社憲であり、企業理念を統合報告書の
「ガバナンス」のチャプターにおいて⽰している。

統合レポート2017 Page 57

統合報告書（統合レポート2017）
上記同様、企業理念とあわせて中期計画を「会⻑か
らのメッセージ」 として⽰している。

統合レポート2017 Page 56-57

（価値協創ガイダンス）
05. 企業は、⾃らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を⽰し、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや⽅法によって、それを体現するのか、基本的な考え⽅
を⽰すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、⽬指すべき⽅向性や優先して取り組む課題を⽰すことも有益である。
07. 投資家は、企業の⽬指すべき⽅向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を
踏まえた実施計画〔5.〕等を適切に評価することができる。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.2. 社会との接点
統合報告書（統合レポート2017）
「価値創造モデル」では、事業を通じてよりよい社会の実現に貢献
するという考えのもと、社会的課題と全社⽬標を関連付けて⽰し
ている。

統合レポート2017 Page 1

統合報告書（統合レポート2017）
統合報告書の「価値創造の歩み」のチャプ
ターにおいて、社会との接点を⽰している。

統合レポート2017 Page 2-3

（価値協創ガイダンス）
08. 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって⾃社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな事業機会にもなり得る。⾃社の理念やビジョンに基づいて、どの社会課題を経
営課題、事業機会として特定し、どのようにビジネスモデル〔2.〕、戦略〔4.〕に落とし込んでいくのかということは、企業の存在意義にも関わる重要な経営判断である。
09. 投資家が⻑期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどのように社会課題を⾃らのビジネスモデル〔2.〕に落とし込むのか、競争優位性と他社にない存在意義とのつながりを理
解することは重要な要素である。
10. 企業が、⾃らの経営課題、事業機会として捉えるべき社会課題を特定するに当たっては、株主、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性〔2.2.2.〕、国
際的な共通の社会課題として特定されている「持続可能な開発⽬標（SDGs）」等を視野に⼊れた国際社会における受容性を踏まえて考えていくことも有益である。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.1. 市場勢⼒図における位置づけ
中期計画
2020年度の⽬標に、
市場シェアの拡⼤をあげ
ている。中期計画の詳
細にて、市場において、
どのように競争優位性を
創出しているのかを⽰し
ている。
中期計画 Page 29

ホームページ 株主・投資家情報

ホームページ
海外や国内での市場シェアを事業別に⽰している。
統合報告書（統合レポート2017）等
統合報告書において、事業別に営業概況を⽰している。

統合レポート2017 Page 83-86

（価値協創ガイダンス）
06. ビジネスモデルを理解し、その実現可能性を評価するためには、ビジネスモデルが前提とする主な市場の付加価値連鎖（バリューチェーン）と競争環境、その中における⾃社の⽴ち位
置、競争優位をもたらす差別化要素等を把握することが必要である。
07. 企業が⾃らの認識を⽰し、投資家との対話等を通じて、投資家の認識や仮説とのずれを確認することは、⾃らのビジネスモデルや戦略〔4.〕を⾒直す契機として重要である。特に、
様々な企業を⽐較評価する投資家から⾒て、⾃社が差別化要素として考えているものが、競争優位性を持つと評価されているかどうかを知ることは有益である。
出所︓オムロン株式会社 ホームページ(https://www.omron.co.jp/ir/point/point01/) 等
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可⽋な要素
統合報告書（統合レポート2017）
⻑期ビジョンにおいて、主要財務・⾮財務データを踏まえた戦略を⽰している。

統合レポート2017
Page 50

統合レポート2017 Page 24-27

統合報告書（統合レポート2017）
投下資本に対する利益を測るROICを重要な経営指標としている。
統合レポートでは、「ROIC経営」の構成とあわせて、企業内での
推進の取り組みを⽰している。

統合レポート2017 Page 51

（価値協創ガイダンス）
14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を
⾏い、効率性を⾼めていくことは、ビジネスモデルの持続可能性を⽀えるものである。
15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維
持・強化しようとしているのかを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最⼤の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかったり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように
認識し、対処しようとしているのかは、重要な情報である。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.1. ESGに対する認識

統合レポート2017 Page 16-17

統合報告書（統合レポート2017）等
サステナビリティへの取り組みを中期計画に組み込んでおり、
取締役でサステナビリティ⽅針を策定している。

統合報告書（統合レ
ポート2017）等
会⻑と社外取締役に
よる報酬ガバナンス対
談で、新役員報酬制
度を⽰している。また、
ホームページから主要
ESGデータが閲覧でき
る。
統合レポート2017 Page 61-67

（価値協創ガイダンス）
07. 特に⻑期的視野に⽴つ投資家が企業を評価する視点として、ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の重要性が⾼まっている。そのような投資家は ESG の個別要素を単独で評価
するのではなく、企業のビジネスモデルの持続性や戦略の実現可能性にどのように影響を与えるのかを理解するための情報として捉えている。
08. ESG の概念・範囲には様々な考え⽅があり、これらを超過収益の源泉ととらえる投資家もいるが、多くの投資家は少なくとも中⻑期的なリスク要因として認識している。また、特に企
業の持続可能性（サステナビリティ）に関連する環境・社会（E・S）と企業価値を⾼める前提となる規律としてのガバナンス（G）とは、性質が異なる⾯があると捉えている。
09. したがって、企業は⾃社の中⻑期的な企業価値やビジネスモデルの持続性に影響を与える、あるいは事業の存続そのものに対するリスクとして、どのような ESG の社会・環境要素を
特定しているか、その影響をどのように認識しているかを⽰すべきである。また、そのようなリスクへの対応や事業機会につなげるための取組について、戦略〔4.〕の中で⽰すことも有益で
ある。
10. 企業が⾃社にとって重要な ESG 要素を特定する際、ビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セクター）において主なリスク要因として認識されているものを念頭におくことは、
投資家の理解を得る上で有⽤である。その際、様々な機関が推奨する項⽬に沿って取り組むことは⽬的ではなく、むしろ⾃社の企業価値への影響を踏まえて⾃らが取り組むべき項
⽬を特定し、それを説明することが重要である。
11. ガバナンスに関しては、6.で掲げる事項を参照しつつ、企業が⾃らのビジネスモデルを実現するための戦略を着実に実⾏し、持続的に企業価値を⾼める⽅向での規律やインセンティブ
がはたらく仕組みとなっていることについて、投資家からの信認を得ることが重要である。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.2. 主要なステーク ホルダーとの関係性の維持
ステークホルダーとの責任ある対話
オムロンは「オムロン コーポレート・ガ
バナンス ポリシー」において、ステーク
ホルダーとの関係を定め、「株主との
建設的な対話に関する基本⽅針」
を制定している。

統合レポート2017 Page 74

また、「サステナビリティ⽅針」の中で
「すべてのステークホルダーと責任あ
る対話を⾏い、強固な信頼関係を
構築する」と宣⾔している。

統合レポート2017 Page 57-58
（価値協創ガイダンス）
12. ⾃らのビジネスモデルを持続させるためには、経営資源や無形資産の確保とともに、ステークホルダー等との関係性〔2.2.2.〕を維持、強化することが必要である。特に中⻑期的な視
点に⽴てば、各ステークホルダーの利益相反を極⼩化して、相互に共有できる利益を拡⼤するビジネスモデルを設計することが、当該企業の社会的価値を盤⽯なものにする。
13. 投資家は、投資家以外のステークホルダー価値の創造が、投資家への持続可能で安定的な価値提供にもつながるという考え⽅を持っており、企業が主要なステークホルダーとどのよう
に向き合い（関係性）、ビジネスの仕組みや進め⽅に落とし込んでいるのかに関⼼がある。
14. 企業は、⾃社の企業理念や社会との接点に対する認識〔1.〕を踏まえ、主要なステークホルダーとの関係性をどのように構築し、その維持のためにどのような⽅策をとるのかを投資家に
対して⽰すべきである。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.3. 事業環境の変化リスク

統合レポート2017 Page 16

リスクマネジメント
リスクマネジメントが中期計画に組み込まれていることを⽰している。

統合レポート2017 Page 33-34

統合レポート2017 Page 17

技術の活⽤
⽣産現場でAIを活⽤し製品の不良
や設備故障を予知する技術や、独
⾃のコア技術開発など、AIやIoTの
技術⾰新を強化している。他、有価
証券報告書に合わせて、統合報告
書に「2017年度の⾒通し」として事
業ごとの売上⾼と予想を⽰している。

（価値協創ガイダンス）
15. 企業を取り巻く事業環境は複雑化し、IoT（Internet of Things）により常に世界とつながっている状況や、国内事業においても海外とサプライチェーンを通じてつながっている状況
等が、事業活動への脅威となるリスク要因や不確実性を増加させ、考慮すべきリスクの範囲を拡⼤している。このようなリスクや不確実性をどのように認識し、それに対してどのように対
応するかということは、企業の持続可能性や成⻑性にとって重要である。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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

社会的課題の解決に向けた取組
新中期経営計画VG2.0の成⻑戦略は左記３つの
基本戦略からなっている。また、各事業ごとに⽬標や
⽅向性はすべて社会的課題の取り組みで⽰している。

統合レポート2017 Page 14

経営の重要課題
新たなソーシャルニーズが最も顕在化することが想定される４つのド
メインを注⼒ドメインとして設定している。ビジネスモデルを進化させ、
技術⾰新によって様々な社会的課題の解決への取り組みについ
て、統合報告書等において記している。
統合レポート2017 Page 15
（価値協創ガイダンス）
05. 企業が戦略により達成すべき⽬標を⽰すとともに、それと整合的な形で経営資源等の確保・強化〔4.2.、4.3.〕、投資戦略・事業ポートフォリオ組替等の⽅策〔4.4.等〕を説明するこ
とは、投資家の理解を深める上で重要である。
07. 戦略において、企業がバリューチェーンにおける事業ポジションを維持するのか、新たなポジションに移⾏するのか、必要に応じて軸⾜を移すことが可能な仕組みを備えているかなどの概
略が⽰されることで、投資家は、⻑期的視点での投資判断に不可⽋な環境変化への耐性を理解し、企業のビジネスモデルと戦略をより適切に評価することが可能となる。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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4．戦略
4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

オムロンのコア技術、「センシング＆コントロール + Think」
時代に先駆けた価値のため、独⾃のコア技術を進化させてきた。
独⾃の能⼒開発と⽣産能⼒強化の取り組み
⽣産効率を⾼めるための⽀援ツール開発に加えて、独⾃の能
⼒開発による⽣産能⼒強化も⾏っていることを⽰している。

統合レポート2017 Page 27

統合レポート2017 Page 49

（価値協創ガイダンス）
08. 企業の戦略において、競争優位の源泉となる経営資源や無形資産等〔2.2.1.〕を確保・強化するためにどのような投資を⾏い、それらをどのように活⽤して顧客に価値を提供し、持
続的な企業価値向上につなげていくかということは重要な要素である。
09. これらの概略とともに、その成果をどのような時間軸、⽅法で評価するのかについて、成果指標〔5.〕等と合わせて⽰すことは、投資家が企業の戦略と実⾏⼒を評価する上で重要である。
10. 企業のバランスシートにおいて、多くの無形資産は資産として認識されず、中⻑期的な価値向上を⾒据えた無形資産への戦略投資は当期費⽤の⼀部として取り扱われる。また、こ
れらの情報は、必ずしも企業が戦略的に捉える要素ごと、あるいはビジネスモデルが前提とする事業領域やセクター（セグメント）ごとに⽰されておらず、投資家に利益を圧縮する⾮
効率な費⽤としてのみ認識されるおそれがある。設備・施設等資産として認識されている有形資産への投資についても、必ずしもビジネスモデルや戦略に関連づけて⽰されていない。
11. したがって、企業の中⻑期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容を定量的、定性的に⽰すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献
するか、評価の指標や⽅法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から⾒て、これらの投資（費⽤）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して「投資収益
率（Return on Investment）」の考え⽅が⽰されることは有⽤である。
12. また、重要な経営資源や無形資産等の喪失リスクが顕在化した場合への対応として、他の経営資源で補完するなど（有形・無形資産を他の有形・無形資産で補完するなど）の
次善策を⽰すことも投資家からの信任を得る上で重要である。
13. これらの経営資源や無形資産やそれらへの投資のあり⽅は、事業領域や産業（セクター）によって異なるが、以下で⽰す主要な要素（⼈的資本、技術、ブランド、組織、M&A）
に関する投資家との対話における考え⽅を参照し、⾃らの戦略の中に組み込むことも有益である。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

統合レポート2017 Page 41

ホームページ サステナビリティマネジメント

SDGsの戦略への組込
サステナビリティ課題を社会的課題とステークホルダーからの期待に
応えるための課題の２つに整理し、これら課題への取り組みが
SDGsへの貢献につながっていることを⽰している。

統合レポート2017 Page 45

統合レポート2017 Page 47

（価値協創ガイダンス）
41. 企業が経営課題として特定した ESG 等のリスク〔3.〕について、⾃社のリスクマネジメントの中でどのように管理し、影響緩和のための⽅策を戦略に組み込んでいるかは投資家にとって
重要な情報である。
42. 戦略においては、ESG 等の要素をリスク・脅威としてのみならず、新たな事業を⽣み出し、また、ビジネスモデルを強化する機会としてどのように位置づけているか、そのためにどのような
投資や資源配分を⾏っているのかを⽰すことも重要である。
43. 特にグローバルな事業活動を⾏う企業にとっては、「持続可能な開発⽬標（SDGs）」等で⽰される国際的な社会課題に対して、⾃社の企業価値の持続的向上がこれら課題の解
決にもつながるという「共有価値の創造（CSV）」の観点を念頭に置くことも重要である。例えば、SDGs 等で掲げられる⽬標について、企業の価値観〔1.〕に基づき、⾃社の活動の
社会・環境への影響の⼤きさや企業価値を⾼める戦略の観点から優先順位を付けて取り組むことが考えられる。
44. 国際的に認識されている社会課題に関する枠組みを参照することは、グローバルな投資家の理解を促進し、建設的な対話を進めるために有⽤である。また、このような検討や対話を
通じて、企業⾃⾝が意識していなかった⾃社の強みや価値を認識することも重要である。
出所︓統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略
キャッシュ・フローの状況
営業キャッシュフローや投資キャッシュフ
ローの状況について、統合報告書等に
おいて⽰されている。
統合レポート2017 Page 87

ポートフォリオマネジメントによる資源
配分
限られた資源を最適に配分するために、
「経済価値評価」だけではなく、「市場
価値評価」も⾏っている。各事業ユニッ
トの成⻑ポテンシャルを⾒極め、より最
適な資源配分を⾏っていることを⽰し
ている。
統合レポート2017 Page 51
（価値協創ガイダンス）
45. 有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分を最適化することにより、持続的な企業価値向上を実現することは、企業の経営者が⾏う重要な意思決定である。
46. 経営資源・資本配分を最適化するためには、⾃社のビジネスモデル〔2.〕においてそれぞれの投資がどのように中⻑期的な収益や企業価値向上に寄与するのか、それらをどのように評
価・モニタリングして投資判断を⾏うかといったことが重要となる。
47. 投資家にとって、個別の経営資源や無形資産への投資判断〔4.2.等〕のみならず、企業が全体戦略の中で事業ポートフォリオをどのように構築し、組み替えていくのか、それぞれの経
営資源や資産の関係性をどのように捉えているのかを理解することは重要である。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.1. 財務パフォーマンス

財務パフォーマンス
有価証券報告書や統合報告書はじめ様々
な開⽰において、事業環境・事業概況ととも
に財務パフォーマンスを⽰している。

統合レポート2017 Page 24-25

統合レポート2017 Page 83
（企業価値ガイダンス）
03. 企業の持続的な企業価値向上は、中⻑期的に資本コストを上回る財務パフォーマンス（キャッシュリターン）をあげることによって実現され、投資家はそうした価値創造に期待して⻑
期投資を⾏うことができる。
04. したがって、経営者がこれまでの⾃社の価値創造をどのように認識しているのか、また、企業価値向上に向けた戦略を実現する過程で⾜下の財政状態や経営成績をどのように分
析・評価しているのかということは、投資家にとって重要な情報である。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.2. 戦略の進捗を⽰す独⾃KPIの設定

統合レポート2017 Page 8

統合レポート2017 Page 12

中期計画VG2.0に向けた取り組み
上記６つの経営指標を設定している。将来に向けた投資を優先
する現在のオムロンにとって、理想的なROICとROEのレンジは
10~15%とし、他にも年間配当性向は30%程度および
DOE3%程度を⽬安としている。
加えて、サステナビリティ課題と主な⾮財務⽬標の達成も含め、実
現するための取り組みも⽰している。
統合レポート2017 Page 24
（企業価値ガイダンス）
09. 企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）を⽰すことは有益だが、それだけでは企業がそれを達成するためにどのような具体的⾏動を取るかが⾒えにくいため、投資
家にとって説得⼒ある KPI にはならない。
10. そのため、⾃社固有の戦略〔4.〕に沿って将来の経営計画を策定し、その進捗状況を検証するための定量・定性それぞれの企業独⾃の KPI を設定することが求められる。
11. また、KPI の変更は、重要な戦略の変更を⾏ったことと理解されるため、その理由を投資家に対し⽰すことが有益である。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.3. 企業価値創造と独⾃KPIの接続による価値創造設計
統合レポート2017 Page 50

統合レポート2017 Page 50

ROIC経営に向けた取り組み
事業特性が異なる複数の事業部⾨をもつた
め、各事業部⾨を公平に評価できる最適な
指標定量⽬標としてROICを使⽤している。
ROIC経営の浸透のため、ROICの定性的な
翻訳式を活⽤した「ROIC経営2.0」を開始し
ており、社内の全部署がROIC向上に取り組
んでいることを⽰している。

統合レポート2017 Page 51

（企業価値ガイダンス）
12. 企業独⾃の KPI を追求することで、企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）とのつながりが⾒えにくくなることがある。例えば、独⾃ KPI が細かすぎることで投資
家が理解しきれず、評価不能な情報となるおそれがある。
13. したがって、企業は、全体としての価値創造に関連するKPIを分解した結果が独⾃のKPIに結びつくように、または、独⾃の KPI を積み上げた結果が企業価値創造の KPI に接続す
るように KPI を設定し、組織全体として価値創造プロセスが実現するような設計を意識すべきである。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.4. 資本コストに対する認識

決算発表資料 Page 26

決算発表資料 Page 20

資本コストに対する認識、低減に向けた取組
ROIC経営の推進により、再び⼆桁の⽔準に戻し、VG2.0（中期経営計画）における想定資本
コスト6%を上回るROICを確保している旨を⽰している。今後も10%以上の⽔準を確保していき、
資本効率の向上に向けて取り組むことを⽰している。
（企業価値ガイダンス）
15. 全体の企業価値創造に関連する KPI が意識されるとともに、⾃社の投資判断においても資本コストを超過するリターンを求める意志が伝わることは投資家の評価を得る上で重要で
ある。
16. 資本コストは市場が期待する収益率であり、負債コストと株式コストの加重平均（WACC）といった考え⽅もあるが、絶対的な定義はない。企業は、資本コストを投資家との間の信
頼関係や期待等を反映した総合的なものとして認識し、これに対する考え⽅を⾃社の経済的価値・株主価値の創出状況の認識の中で⽰すことが重要である。
17
出所︓オムロン株式会社 決算発表資料（https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/20170727_presentation_j.pdf）等

5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.5. 企業価値創造の達成度評価
⽬標の達成度評価
達成度評価として、中期経営計画
（EARTH-1ステージ）において⽰した取
り組みと⽬標に対して、達成度や残された
課題と共に、進捗を⽰している。
また、合わせて2020年に向けた、更なる
⽬標も併記している。
統合レポート2017 Page 8

統合レポート2017 Page 80

統合レポート2017 Page 80
（価値協創ガイダンス）
17. KPI の設定後には、その達成状況を投資家に⽰すことが重要である。特に、達成できなかった場合においては、その理由を事業環境要因のみでなく、⾃社のビジネスモデル及び戦略
に照らし合わせて説明することが投資家の理解を得る上で重要である。
18. 企業にとって、そのような対話の積み重ねを通じて、事業環境要因に左右されにくい戦略の精緻化や⾼度化を図り、経営⼒を⾼めるための PDCA サイクルとしていくことは有益である。
投資家が、そのような企業との対話を通じてKPIやその背景となる戦略を理解することは、企業に対する信頼を⾼めるためにも重要である。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続
独⾃のコーポレートガバナンス
持続的な企業価値の向上を
実現するため、コーポレートガ
バナンスを継続的に強化して
いくことを⽰している。
取締役会は実効性評価結果
を踏まえ、中期経営計画
VG2.0 の確実な達成に向け
て、特に以下の３点への監督
機能を発揮していくことを⽰し
ている︓
・短期経営計画の進捗確認
・中期経営戦略の要となる⼈
財戦略、技術戦略
・サステナビリティ⽅針に基づき
設定した重要課題（マテリア
リティ）に対する取り組み
統合レポート2017 Page 58
（価値協創ガイダンス）
03. 投資家は、⼀連の企業⾏動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能なものであるかを投資判断に必要な情報としている。企業が戦略を実⾏する上での課題解決にふさわしい経
営陣や取締役が適時・適切に選任され、成果に応じた評価がなされているか、また、そのような仕組みが組織として継続的に確保できるかということを重視している。
04. 企業には、経営⽅針や優先する経営課題を投資家と共有するとともに、その課題解決および実⾏に最もふさわしい経営陣の資質及びそのような経営者を選任・育成するための後
継者計画（サクセッション・プラン）を⽰すとともに、取締役会がそのような仕組みを持続的に確保できることを⽰すことが求められる。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.2. 社⻑、経営陣のスキルおよび多様性

コーポレートガバナンスポリシー Page 4

統合レポート2017 Page 58-61

取締役会の役割および責務
経営⼈事諮問委員会の設置以降、約20年かけて築いたコーポレート
ガバナンスの体制および取り組みを⽰している。また、⼈事諮問委員会、
社⻑指名諮問委員会、報酬諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委
員会を設置し、各委員会での役割も細かく⽰している。
（価値協創ガイダンス）
05. 投資家は、業務執⾏を担う経営陣（企業の経営判断を担う社⻑・CEO、業務執⾏取締役、執⾏役・執⾏役員その他重要な使⽤⼈）が、求められる資質や能⼒を備えているこ
と、そして意思決定した事項を着実に実⾏することを求めている。さらに、取締役会や経営陣全体としての機能を発揮するため、属性や経験、能⼒等の多様性（ダイバーシティ）が
確保されていること、透明性・合理性の⾼い意思決定を⾏う仕組みが担保されていることを重視している。
06. 企業には、これらに関する⾃社の考え⽅を明確にしつつ、投資家との対話からの⽰唆も活⽤して、情報提供を⾏うことが求められる。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.3. 社外役員のスキルおよび多様性

コーポレートガバナンスポリシー Page 7

社外役員の役割および責務
各社外役員に求められる役割と責務をコーポレート
ガバナンスポリシーで細かく⽰している。
また、⼈事諮問委員会、社⻑指名諮問委員会、
報酬諮問委員会の委員⻑はいずれも独⽴社外取
締役とし、委員の過半数を独⽴社外取締役として
いることを⽰している。
コーポレートガバナンスポリシー Page 8
（価値協創ガイダンス）
07. 投資家は、主として業務執⾏に対する監督の役割を担う社外役員（社外取締役等）に対して、⼀般株主の利益を確保する観点から、独⽴した客観的な⽴場とその意思を有し
ていることを前提条件として求めている。さらに、個々の社外役員が業務執⾏を担う経営陣等と対等の議論をするに⼗分な能⼒や、経験を有しており、また、社外役員全体として多
様性が確保されることで、⼀般株主との利益相反の監督のために活動・貢献することを求めている。
08. 企業には、社外役員の経歴や属性、実際に果たした役割等に関する情報を⽰すとともに、必要に応じて社外取締役等が投資家への情報発信や対話を⾏うなど積極的な対応が求
められる。
出所︓オムロン コーポレート・ガバナンスポリシー（https://www.omron.co.jp/assets/img/sustainability/governance/corporate_governance/policy/policy21
20170401_governance_policies_j.pdf）等

6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.4. 戦略的意思決定の監督・評価
ハイブリッド型のガバナンス体制
監査役会設置会社に指名委員会等設置会社の
優れた⾯を取り⼊れたガバナンス体制であることを⽰
している。また、取締役会は、実質的な議論を深め
るため、8名の取締役で構成しており、監督と執⾏を
分離し、取締役の過半数は業務執⾏を⾏わない取
締役による構成にすると共に、独⽴社外取締役の
割合を3分の1以上であることを⽰している。

各委員会の役割
意思決定を⽀える各機関が設置され、それぞれの
役割を⽰している。

統合レポート2017 Page 59
（価値協創ガイダンス）
09. 投資家は、⼗分なスキルおよび多様性を備えた取締役、特に社外取締役等が、⾃らに代わって業務執⾏を担う経営陣の戦略的意思決定を適切に監督・評価（モニタリング）する
ことを求めている。企業にはその仕組みとモニタリングの結果を投資家に⽰していくことが求められる。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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6．ガバナンス

価値観

持続可能性・
成⻑性

ビジネスモデル

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.5. 利益分配の⽅針

配当⽅針
中⻑期計画における企業価値の
創造による、株主価値の向上を⽬
標としている。
利益配分の⽅針は、将来に向けた
投資を最優先することで、株主価
値の持続的な向上を⽬指している
旨を⽰している。

統合レポート2017 Page 12

統合レポート2017 Page 87
（価値協創ガイダンス）
10. 投資家にとって、企業の利益分配は最も確実な収益の源泉であり、その⽅針は投資判断における重要な情報である。企業には、利益分配の⽅針を投資家に⽰すことが求められる。
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.6. 役員報酬制度の設計と結果

統合レポート2017 Page 65

持続的に企業価値を⾼める報酬制度
2017年度にさらなる企業価値向上を⽬指し、役員報酬制度
(取締役・執⾏役員を対象)を改定したことを⽰している。
具体的な基本⽅針は、「①企業理念を実践する優秀な⼈材を取
締役として登⽤できる報酬とする、②持続的な企業価値の向上を
動機づける報酬体系とする、③株主をはじめとするステークホルダー
に対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の⾼
い報酬体系とする」と⽰している。
統合レポート2017 Page 67
（価値協創ガイダンス）
11. 投資家は、役員報酬の⾦額⾃体よりも、役員報酬が企業の経営戦略や業績とどのように連動しているのか、また、経営⽅針や責任と整合的かといった制度設計の考え⽅を確認し、
企業評価において考慮する。
12. 企業には、成果や KPI〔5.〕との関連性を含め、報酬に関する制度設計の考え⽅を⽰すことが求められる。また、役員報酬と企業価値向上への寄与について投資家の理解と信任を
得られるよう努めることが重要である。
24
出所︓オムロン株式会社 統合レポート2017 （https://www.omron.co.jp/ir/irlib/pdfs/ar17j/ar2017j.pdf）等

6．ガバナンス

価値観
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6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題

ホームページ コーポレートガバナンス体制

取締役会の実効性評価の実施と実効性向上の取り組み
取締役会構成員が、取締役会の⽬指すべき⽅向性およびそ
の⽅向性に対する課題を認識し、共有、改善することにより、
取締役会の機能および実効性を向上し、持続的な企業価
値の向上を実現することを⽬的として、取締役会の実効性に
関する分析、評価を実施いることを⽰している。

ホームページ コーポレートガバナンス体制

取締役会の実効性評価は、独⽴社外取締役と独⽴社外監
査役で構成するコーポレート・ガバナンス委員会が実施し、
「実効性」と「客観性」の両⽅を担保している。

（価値協創ガイダンス）
13. 投資家は、取締役会が⾃らの意思決定の責任を負い、実効性あるものとなっているかを客観的に評価することを求めている。企業には、その評価の結果や改善に向けて取り組むべき
優先課題を投資家に⽰すことが求められる。
25
出所︓オムロン コーポレートガバナンス体制（https://www.omron.co.jp/about/corporate/governance/chart/）等

別紙資料５－⑧

東レ株式会社

＜本資料について＞
 本資料は価値協創ガイダンス（以下、「ガイダンス」）に基づいて、経済産業省と各社の協働により、各社
の開示情報のうち、ガイダンスの示す各要素に該当する情報は何かを抜粋したものであり、ステークホルダー
に対する開示として整理したものではありません。
 本資料はあくまでも、統合報告・ESG対話フォーラムでのプレゼンテーション目的に作成されたものであり、委
員の所属する企業の公式な見解を示すものではありません。なお、本資料は各社の直近の開示資料より作
成されたものであり、ガイダンスとの対応関係が明示的に示されていない事項について、各社の経営姿勢や
取組状況を示すものではありません。

価値協創ガイダンスの全体像
価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

ガバナンス

事業環境、外部環境への認識
1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

2.1. 市場勢力図における
位置づけ

1.2. 社会との接点

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

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

3.3. 事業環境の変化リスク

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）

3.1. ESGに対する認識

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

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
4.2. 経営資源・無形資産
等の確保・強化
4.2.1. 人的資本への投資
4.2.2. 技術（知的資
本）への投資
4.2.2.1. 研究開発投資
4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資

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. 成長加速の時間を
短縮する方策

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

5.1 財務パフォーマンス
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

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

6.1. 経営課題解決にふさ
わしい取締役会の持
続性

6.2. 社長、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

4.4. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略
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

出所：経済産業省 価値協創ガイダンス

4.4.2. 無形資産の測定と
投資戦略 の評価・
モニタリング
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.1. 企業理念と経営のビジョン ／ 1.2. 社会との接点
東レグループ企業理念

「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」

◆東レグループのあゆみ◆
1926年：レーヨン糸の生産会社としてスタート（パルプを原料とするレーヨンは人類初の化学繊維）

設立者(安川雄之助)の想い 「わが国経済を益すること多大なるべき」
1955年：「社会に奉仕する」ことを社是として明文化
1986年：企業理念(「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」)を制定

創業以来、基礎素材メーカーとして、
新分野・新素材の開拓に励み、
繊維、フィルム、ケミカル、樹脂、さらには
電子情報材料、炭素繊維複合材料、医薬・医療、
水処理・環境といった様々な分野において、
多くの先端材料、高付加価値製品を創出。

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｽﾛｰｶﾞﾝ ： “Innovation by Chemistry”
－ 素材には社会を変える力がある －
出所：「東レグループ会社案内2017･2018」ｐ３～１２ ／ 「東レグループの成長戦略」ｐ２３
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

◆東レグループが目指す姿・優先課題（長期経営ビジョン（2011年～2020年近傍）)◆
グローバルな事業拡大を一層推進するとともに、ますます重要性が高まる地球環境問題等の社会課題解決に
貢献できる事業の拡大により注力し、事業機会を効率的に取り込み、「持続的に収益を拡大する企業グループ」を

目指す。
これらを通して、社会の発展と環境保全・調和に向けて積極的な役割を果たし、すべてのステークホルダーにとって
高い存在価値のある企業グループであり続ける。
中期経営課題 プロジェクト AP－G2019

（2017年～2019年）

５つの重点施策

３つの基本戦略
１．成長分野での事業拡大
２．グローバルな事業の拡大・高度化
３．競争力強化

１．新事業創出
３．設備投資

２．研究・技術開発、知的財産
４．Ｍ＆Ａ・アライアンス

５．人材確保・育成

（価値協創ガイダンス）
05. 企業は、自らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を示し、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや方法によって、それを体現するのか、基本的な考え方
を示すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、目指すべき方向性や優先して取り組む課題を示すことも有益である。
07. 投資家は、企業の目指すべき方向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を
踏まえた実施計画〔5.〕等を適切に評価することができる。
08. 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって自社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな事業機会にもなり得る。自社の理念やビジョンに基づいて、どの社会課題を経
営課題、事業機会として特定し、どのようにビジネスモデル〔2.〕、戦略〔4.〕に落とし込んでいくのかということは、企業の存在意義にも関わる重要な経営判断である。
09. 投資家が長期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどのように社会課題を自らのビジネスモデル〔2.〕に落とし込むのか、競争優位性と他社にない存在意義とのつながりを理
解することは重要な要素である。
10. 企業が、自らの経営課題、事業機会として捉えるべき社会課題を特定するに当たっては、株主、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性〔2.2.2.〕、国
際的な共通の社会課題として特定されている「持続可能な開発目標（SDGs）」等を視野に入れた国際社会における受容性を踏まえて考えていくことも有益である。
出所： 「長期経営ビジョン」 ／ 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ17
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.1. 市場勢力図における位置づけ

有機合成化学､高分子化学、バ
イオテクノロジーという３つのコア
技術をベースに、ナノテクノロジー
との融合で､基礎素材から加工
製品まで、幅広く事業展開。

東レグループ内において、サプライチェーン(川上～川下)の広範囲をカバー。
《例①：繊維事業の場合》
◆ 三大合繊(ナイロン、ポリエステル、アクリル)の全てをベースに、
◆ 糸・綿からテキスタイル、さらには縫製品まで、
◆ 衣料用途から産業用途まで幅広く展開。

《例②：炭素繊維複合材料(航空機用途)の場合》
◆ 炭素繊維や、その織物、プリプレグ等の成形用中間基材、複合材料部
材の成形加工技術等により、
◆ 航空・宇宙、スポーツ、土木・建築、自動車、電子情報機器及びエネル
ギー用途等に展開。

（価値協創ガイダンス）
06. ビジネスモデルを理解し、その実現可能性を評価するためには、ビジネスモデルが前提とする主な市場の付加価値連鎖（バリューチェーン）と競争環境、その中における自社の立ち位
置、競争優位をもたらす差別化要素等を把握することが必要である。
07. 企業が自らの認識を示し、投資家との対話等を通じて、投資家の認識や仮説とのずれを確認することは、自らのビジネスモデルや戦略〔4.〕を見直す契機として重要である。特に、
様々な企業を比較評価する投資家から見て、自社が差別化要素として考えているものが、競争優位性を持つと評価されているかどうかを知ることは有益である。
出所： 「東レグループの成長戦略」p24／「知的財産報告書」ｐ13・17
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可欠な要素 (１) ･･･技術力・事業創造力
東レグループの持続的成長を可能にしているのは、長期的視点に立った研究・技術開発による
絶え間ない先端材料の創出。
「極限追求」「超継続」「深は新なり」等々の研究・技術開発のDNAにより、まだ世の中に存在し
ていない画期的機能を備えた先端材料を粘り強く開発し、数々のブレイクスルーを果たしてきた。
東レにおける先端材料創出の歴史

【例】 炭素繊維(世界トップシェア)の事業化までの歩み

出所：「東レグループ会社案内2017／2018」 ／ ホームページ「東レの強み」
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可欠な要素(2) ･･･グローバルな持続的成長サイクル
まず国内で最先端の革新的な研究・開発を行い、先端材料や高付加価値製品を創出。
その後、需要とコスト競争力の観点から、最適な海外拠点で生産するとともに、各地域で現時
ニーズに対応した用途開発も行い、さらなる事業拡大を実施。

出所：ホームページ「東レの強み」
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可欠な要素 (３) ･･･営業力
サプライチェーン全体を捉えた事業戦略を策定し、収益を最大化。
《例①：繊維事業の場合》

《例②：炭素繊維複合材料(航空機用途)の場合》

多段階なサプライチェーンを統合し、
より顧客に密着した提案を実施。

Tier1・Tier2といったメーカーだけでなく、
航空機メーカーとも商品開発や技術サポート、
製品の安定供給のための協力体制を整備。

出所：ホームページ「東レの強み」
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可欠な要素 (４)･･･ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの信頼構築①
《例①：繊維事業》

ユニクロ×東レの「戦略的パートナーシップ」

出所： 「東レグループの成長戦略」ｐ２８
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可欠な要素 (４)･･･ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの信頼構築②
《例②：炭素繊維事業》

ボーイング社との「包括的長期供給契約」
◆ ボーイング社」との間で、既存の「787」プログラムに加え、
新型機｢777X｣プログラム向けに炭素繊維トレカ®プリプレ

グを供給する包括的長期供給契約を締結。
（2005年11月に締結した包括供給契約を本年からさらに
10年以上延長するもの。）

◆ 今後の｢787｣、｢777X｣両プログラム向けの契約期間に
2014年11月17日（月）
ボーイング社との共同記者会見

おける東レグループの供給総額は、1.3兆円（110億ド
ル）を超える見込み。

（価値協創ガイダンス）
14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を
行い、効率性を高めていくことは、ビジネスモデルの持続可能性を支えるものである。
15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維
持・強化しようとしているのかを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最大の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかったり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように
認識し、対処しようとしているのかは、重要な情報である。
出所：プレスリリース（2015年11月9日）
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３．持続可能性・成長性
3.1. ESGに対する認識
◆トップコミットメント◆

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

世界には課題が山積しています。地球温暖化の進行、人口増加に伴う食料・水の
不足、資源・エネルギーの持続可能性、安全・健康への不安―これらの社会的課題
の解決に貢献することが、社会の公器である企業に求められています。
気候変動に関する「パリ協定」や国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」で示
された世界共通課題の解決に、東レグループは積極的に貢献していきます。
あらゆる製品のもとになる素材には、社会を本質的に変える力があります。東レ
グループは、「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」という
企業理念に基づき、私たちにしか成し得ない、これまで世になかった価値をもつ素
材を提供することで、当社の社会的責任を果たしてまいります。（中略）
基本戦略のひとつである「成長分野での事業拡大」では、環境問題や資源･エネル
ギー問題の解決に資する「グリーンイノベーション事業」と、医療の質向上、医療
現場の負担軽減、健康・長寿に貢献する「ライフイノベーション事業」を全社横断
プロジェクトとして推進していきます。

代表取締役社長 日覺 昭廣

また、5つの重点施策のひとつとして「新事業創出」を掲げており、2020年以降の
持続的成長に向けて「水素・燃料電池関連材料」「非化石資源活用技術・製品」
「環境対応印刷材料」「安全・ヘルスケア製品」「センシングデバイス関連部材」
等をテーマに重点的にリソースを投入します。（以下略）

（価値協創ガイダンス）
07. 特に長期的視野に立つ投資家が企業を評価する視点として、ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の重要性が高まっている。そのような投資家は ESG の個別要素を単独で評価
するのではなく、企業のビジネスモデルの持続性や戦略の実現可能性にどのように影響を与えるのかを理解するための情報として捉えている。
08. ESG の概念・範囲には様々な考え方があり、これらを超過収益の源泉ととらえる投資家もいるが、多くの投資家は少なくとも中長期的なリスク要因として認識している。また、特に企
業の持続可能性（サステナビリティ）に関連する環境・社会（E・S）と企業価値を高める前提となる規律としてのガバナンス（G）とは、性質が異なる面があると捉えている。
09. したがって、企業は自社の中長期的な企業価値やビジネスモデルの持続性に影響を与える、あるいは事業の存続そのものに対するリスクとして、どのような ESG の社会・環境要素を
特定しているか、その影響をどのように認識しているかを示すべきである。また、そのようなリスクへの対応や事業機会につなげるための取組について、戦略〔4.〕の中で示すことも有益で
ある。
10. 企業が自社にとって重要な ESG 要素を特定する際、ビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セクター）において主なリスク要因として認識されているものを念頭におくことは、
投資家の理解を得る上で有用である。その際、様々な機関が推奨する項目に沿って取り組むことは目的ではなく、むしろ自社の企業価値への影響を踏まえて自らが取り組むべき項
目を特定し、それを説明することが重要である。
11. ガバナンスに関しては、6.で掲げる事項を参照しつつ、企業が自らのビジネスモデルを実現するための戦略を着実に実行し、持続的に企業価値を高める方向での規律やインセンティブ
がはたらく仕組みとなっていることについて、投資家からの信認を得ることが重要である。
出所：「東レグループCSRレポート2017」P８
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３．持続可能性・成長性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.2. 主要なステーク ホルダーとの関係性の維持

企業理念の下の
「経営基本方針」
において、ステーク
ホルダーに対する東
レグループとしての
姿勢を明示。

また、CSRロードマップ（３ヵ年計画）において「ステークホルダーの意見を経営に反映させつつ、説明責任を果たしま
す」「ステークホルダーとの対話と協働を促進します」等を目標に掲げ、KPIを設定。
《KPI（例）》
・ステークホルダーとのダイアログ開催回数(回)／・投資家対応件数(件)／・社員懇談会・労働組合との懇談会開催件数(回) 等
（価値協創ガイダンス）
12. 自らのビジネスモデルを持続させるためには、経営資源や無形資産の確保とともに、ステークホルダー等との関係性〔2.2.2.〕を維持、強化することが必要である。特に中長期的な視
点に立てば、各ステークホルダーの利益相反を極小化して、相互に共有できる利益を拡大するビジネスモデルを設計することが、当該企業の社会的価値を盤石なものにする。
13. 投資家は、投資家以外のステークホルダー価値の創造が、投資家への持続可能で安定的な価値提供にもつながるという考え方を持っており、企業が主要なステークホルダーとどのよう
に向き合い（関係性）、ビジネスの仕組みや進め方に落とし込んでいるのかに関心がある。
14. 企業は、自社の企業理念や社会との接点に対する認識〔1.〕を踏まえ、主要なステークホルダーとの関係性をどのように構築し、その維持のためにどのような方策をとるのかを投資家に
対して示すべきである。
出所：「東レグループCSRレポート2017」P3・15～18

12

３．持続可能性・成長性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.3. 事業環境の変化リスク
以下のとおり事業環境をとりまく主要リスクを分析・開示。
1. 国内外の需要、製品市況の動向等に関わるリスク
当社グループは基礎素材製品を広範な産業に供給しており、世界的あるいは地域的な需給環境の変動や素材代替の進行、取引先の購買
方針の変更等により当社グループの製品に対する需要が急速に減退する可能性がある。また、当社グループの様々な事業は他企業との厳
しい競争状態にあり、新規参入の脅威に曝されているものもあるほか、医薬・医療事業には薬価並びに償還価格改定による価格変動要因
がある。当社グループは持続的に競争優位の確保に努めているものの、これら製品の需要が減少あるいは価格が下落した場合、あるいは
取引先の与信リスクが顕在化した場合、当社グループの業績及び財務状況が悪影響を被る可能性がある。

2. 原燃料価格の上昇に関わるリスク
当社グループが使用する石油化学原料や燃料は、価格が大きく変動することがあり、これら原燃料の価格上昇分を製品価格に十分に転
嫁できない場合、あるいは品種転換による採算の改善が困難な場合、当社グループの業績及び財務状況が悪影響を被る可能性がある。

3. 設備投資、合弁事業・提携・買収等に関わるリスク
当社グループは広範囲にわたる事業領域で設備投資を実施しており、また、第三者との間で様々な合弁事業や戦略的提携、事業買収等
を行っている。これら設備投資、合弁事業・提携・買収等の実施にあたっては、事前に収益性や投資回収の可能性について様々な観点か
ら検討を行っているが、必ずしも確実に予期したとおりの成果が得られるという保証があるわけではなく、事業環境の急変などにより、
予期せぬ状況変化や所期の事業計画からの大幅な乖離が生じた場合、固定資産の減損損失や持分法投資損失等が発生し、当社グループの
業績及び財務状況に悪影響を与える可能性がある。
（以下略）

このほか、サプライチェーンにおけるリスク、情報漏洩リスク、大規模地震時の事業継続計画（BCP)など、
既存の重要リスクへの対応状況を開示。
（価値協創ガイダンス）
15. 企業を取り巻く事業環境は複雑化し、IoT（Internet of Things）により常に世界とつながっている状況や、国内事業においても海外とサプライチェーンを通じてつながっている状況
等が、事業活動への脅威となるリスク要因や不確実性を増加させ、考慮すべきリスクの範囲を拡大している。このようなリスクや不確実性をどのように認識し、それに対してどのように
対応するかということは、企業の持続可能性や成長性にとって重要である。
出所：ホームページ「事業等のリスク」／ 「東レグループCSRレポート2017（WEB詳細版）」P105
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

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

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

次ﾍﾟｰｼﾞ～

（価値協創ガイダンス）
05. 企業が戦略により達成すべき目標を示すとともに、それと整合的な形で経営資源等の確保・強化〔4.2.、4.3.〕、投資戦略・事業ポートフォリオ組替等の方策〔4.4.等〕を説明するこ

とは、投資家の理解を深める上で重要である。
07. 戦略において、企業がバリューチェーンにおける事業ポジションを維持するのか、新たなポジションに移行するのか、必要に応じて軸足を移すことが可能な仕組みを備えているかなどの概
略が示されることで、投資家は、長期的視点での投資判断に不可欠な環境変化への耐性を理解し、企業のビジネスモデルと戦略をより適切に評価することが可能となる。
41. 企業が経営課題として特定した ESG 等のリスク〔3.〕について、自社のリスクマネジメントの中でどのように管理し、影響緩和のための方策を戦略に組み込んでいるかは投資家にとって
重要な情報である。
42. 戦略においては、ESG 等の要素をリスク・脅威としてのみならず、新たな事業を生み出し、また、ビジネスモデルを強化する機会としてどのように位置づけているか、そのためにどのような
投資や資源配分を行っているのかを示すことも重要である。
43. 特にグローバルな事業活動を行う企業にとっては、「持続可能な開発目標（SDGs）」等で示される国際的な社会課題に対して、自社の企業価値の持続的向上がこれら課題の解
決にもつながるという「共有価値の創造（CSV）」の観点を念頭に置くことも重要である。例えば、SDGs 等で掲げられる目標について、企業の価値観〔1.〕に基づき、自社の活動の
社会・環境への影響の大きさや企業価値を高める戦略の観点から優先順位を付けて取り組むことが考えられる。
44. 国際的に認識されている社会課題に関する枠組みを参照することは、グローバルな投資家の理解を促進し、建設的な対話を進めるために有用である。また、このような検討や対話を
通じて、企業自身が意識していなかった自社の強みや価値を認識することも重要である。
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中期経営課題 プロジェクトAP-G2019

３つの基本戦略

－（１）：成長分野での事業拡大

グリーンイノベーション事業の拡大
地球環境問題や資源・エネルギー問題の解決を通じて社会に貢献、
東レグループの持続的成長を支える

グリーンイノベーション事業
･･･地球温暖化の抑制、安全
な水・空気、循環型の社会の
実現など、地球環境改善に
貢献する製品郡の事業。

東レのグリーンイノベーション事業
2016年度 売上高 6,282億円
空気浄化
・集塵フィルター／エアフィルター

© LUXFER GAS CYLINDERS
© BOEING

リサイクル
・再生型・循環型リサイクル／
マテリアル・ケミカルリサイクル
水処理
・ＲＯ・ＭＢＲ・ＭＦ/ＵＦ膜
・家庭用浄水器
環境低負荷

・非ハロゲン難燃材料
・東レ水なし平版®

画像提供：
トヨタ自動車

ＧＨＧ排出削減
・航空機・自動車・風力発電翼・
圧力容器用炭素繊維等
・リチウムイオン電池用セパレータ
自動車用リチウムイオン電池向け

出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ１９
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中期経営課題 プロジェクトAP-G2019

３つの基本戦略

－（１）：成長分野での事業拡大

グリーンイノベーション事業の拡大
売上高

＜グリーンイノベーション事業拡大（ＧＲ）プロジェクトの売上高推移＞
（ ）内は、全社売上高に占める割合

億円

10,000

GHG排出削減

環境低負荷

リサイクル

空気浄化

8,000

6,571
5,655

6,000

4,631

（31%）

9,000

水処理

（33%）

その他
6,282
（31%）

（28%）

（25%）

4,000
2,000

0
2013

2014

2015

2016

2019
（目標）

出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ２０

年度
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中期経営課題 プロジェクトAP-G2019

３つの基本戦略

－（１）：成長分野での事業拡大

ライフイノベーション事業の拡大
東レグループが保有する経営資源を活かし、
医療の質向上、医療現場の負担軽減、健康・長寿に貢献
衛材用
ＰＰスパンボンド

ライフイノベーション事業
･･･医療の質の向上、医療現
場の負担軽減、健康･長寿
に貢献する製品群の事業

東レのライフイノベーション事業
2016年度 売上高 1,955億円

先端材料の
ＬＩ展開

医薬･
医療機器
医薬品

536億円

生体信号検知機能素材

1,419億円
人工腎臓
コンタクトレンズ
ディスポーザブル型
防護服

エアフィルター
Ｘ線ＣＴ天板、カセッテ

カテーテル
ＤＮＡチップ
透析装置

スポーツ用ファブリック

タンパク質検出システム

体外循環治療カラム

出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ２１
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中期経営課題 プロジェクトAP-G2019

３つの基本戦略

－（１）：成長分野での事業拡大

ライフイノベーション事業の拡大
売上高

＜ライフイノベーション事業拡大（ＬＩ）プロジェクトの売上高推移＞

億円

3,000

（ ）内は、全社売上高に占める割合
先端材料のLI展開事業

2,700
（10%）

医薬・医療機器事業
1,955
（10%）

2,000
1,422
1,196

（7%）

1,569
（7%）

（7%）

1,000

0
2013

2014

2015

2016

2019
（目標）

出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ２２

年度
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中期経営課題 プロジェクトAP-G2019

３つの基本戦略

－（２）

グローバルな事業の拡大・高度化
成長国・地域での収益機会を取り込むことで、
グローバルに事業を拡大

米国・欧州
自動車やエネルギーなどの分野で
先端材料に対するニーズの高まり
中国・新興国
所得水準上昇に伴う社会生活の高度化や
環境規制の強化
■海外事業全体を対象に「AE（Asia, Americas, Europe, and Emerging Regions）
プロジェクト」を推進
■成長国・地域には設備投資や研究・技術開発などのリソースを重点的に配分
■コスト競争力のある製品供給体制を構築
■事業の高度化に向けた事業構造や組織構造の抜本的改革
■グローバルな事業基盤、差別化製品、コア技術といった強みを持つ事業は、
サプライチェーンの構築や事業戦略に統合されたブランド施策を展開
出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ２３
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中期経営課題 プロジェクトAP-G2019

３つの基本戦略

－（２）

グローバルな事業の拡大・高度化
売上高
億円

＜海外売上高推移（海外連結子会社の売上高単純合計）＞
＊過去分も１００円／ドル前提に換算

18,000
16,000

15,000

14,000
12,000
10,000

9,980

10,167

2014

2015

10,421

8,837

8,000
6,000

4,000
2,000
0

2013

2016

2019
（目標）

出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ２４

年度
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中期経営課題 プロジェクトAP-G2019

３つの基本戦略

－（３）

競争力強化
トータルコストダウンおよび事業体質強化と営業力強化を推進
トータルコストダウン
■東レグループ横断のトータルコスト競争力強化（ＴＣ）プロジェクトを推進
■比例費削減活動（毎年３．６％以上を目標）
■P値管理による固定費管理の徹底 （毎年Ｐ値(＊)０．９６以下）
■生産プロセス革新では、「革新的コストダウン」「大型トータルコストダウン」「既設増能力」の
カテゴリー毎のテーマを掘り起こし、３年間で５００億円以上の効果を目標とする
＊：Ｐ(Performance)値＝固定費増加率／限界利益増加率 １．０以下もしくは予算との対比で事業毎に管理

２０１７年度以降３年間で合計２，２００億円のコスト削減を目指す

事業体質強化
■収益性に問題のある会社・事業の課題を明確化し、収益改善に向けて総力結集
→市場の成長性や競合状況によっては、撤退・縮小も選択肢とする
■資産を効率的に活用し、収益を拡大

営業力強化
■営業は、生産・技術・研究や社外パートナーと連携して、「儲ける仕組み」作りを主導
■既存事業は、価格政策、商流、ブランド施策の改善により収益を最大化
出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ２５
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化
4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

次ﾍﾟｰｼﾞ～

（価値協創ガイダンス）
08. 企業の戦略において、競争優位の源泉となる経営資源や無形資産等〔2.2.1.〕を確保・強化するためにどのような投資を行い、それらをどのように活用して顧客に価値を提供し、持
続的な企業価値向上につなげていくかということは重要な要素である。
09. これらの概略とともに、その成果をどのような時間軸、方法で評価するのかについて、成果指標〔5.〕等と合わせて示すことは、投資家が企業の戦略と実行力を評価する上で重要であ
る。
10. 企業のバランスシートにおいて、多くの無形資産は資産として認識されず、中長期的な価値向上を見据えた無形資産への戦略投資は当期費用の一部として取り扱われる。また、こ
れらの情報は、必ずしも企業が戦略的に捉える要素ごと、あるいはビジネスモデルが前提とする事業領域やセクター（セグメント）ごとに示されておらず、投資家に利益を圧縮する非
効率な費用としてのみ認識されるおそれがある。設備・施設等資産として認識されている有形資産への投資についても、必ずしもビジネスモデルや戦略に関連づけて示されていない。
11. したがって、企業の中長期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容を定量的、定性的に示すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献
するか、評価の指標や方法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から見て、これらの投資（費用）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して「投資収益
率（Return on Investment）」の考え方が示されることは有用である。
12. また、重要な経営資源や無形資産等の喪失リスクが顕在化した場合への対応として、他の経営資源で補完するなど（有形・無形資産を他の有形・無形資産で補完するなど）の
次善策を示すことも投資家からの信任を得る上で重要である。
13. これらの経営資源や無形資産やそれらへの投資のあり方は、事業領域や産業（セクター）によって異なるが、以下で示す主要な要素（人的資本、技術、ブランド、組織、M&A）
に関する投資家との対話における考え方を参照し、自らの戦略の中に組み込むことも有益である。

45. 有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分を最適化することにより、持続的な企業価値向上を実現することは、企業の経営者が行う重要な意思決定である。
46. 経営資源・資本配分を最適化するためには、自社のビジネスモデル〔2.〕においてそれぞれの投資がどのように中長期的な収益や企業価値向上に寄与するのか、それらをどのように評
価・モニタリングして投資判断を行うかといったことが重要となる。
47. 投資家にとって、個別の経営資源や無形資産への投資判断〔4.2.等〕のみならず、企業が全体戦略の中で事業ポートフォリオをどのように構築し、組み替えていくのか、それぞれの経
営資源や資産の関係性をどのように捉えているのかを理解することは重要である。
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中期経営課題 プロジェクトAP-G2019

５つの重点施策

－（１）

新事業創出
次の成長ステージを担う収益源を生み出すため、２０２０年代に一つの事
業領域を形成することが期待できる大型テーマを複数設定し、リソースを
質・量両面において重点的に投入して開発・ビジネスモデル構築を加速
Future TORAY- 2020s (FT)プロジェクト
対象テーマ

■2020年代に新規事業領域の形成が期待される開発テーマ
■既存事業の中で高成長により2020年代に一つの事業領域を形成することが
期待される事業
テーマ例

地球規模の環境問題の解決、安全・安心・健康・長寿社会の実現に向けた
「水素・燃料電池関連材料」、「非化石資源活用技術・製品」、
「環境対応印刷材料」、「安全・ヘルスケア製品」、
「センシングデバイス関連部材」 等

2020年代に売上高1兆円規模の事業を創出
出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ２６
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中期経営課題 プロジェクトAP-G2019

５つの重点施策

－（２）

研究・技術開発・知的財産
「グリーンイノベーション」「ライフイノベーション」事業に重点を置き、
新技術・新素材を創出
基本的考え方

■成長分野に重点を置き、新技術・新素材を創出
■技術・素材の本質的価値を顧客価値の顕在化、収益確保に結び付ける
■販売・生産・技術・研究の連携強化、社外のリソースも積極的に活用
■2017年度以降、3年間で合計2,200億円規模の研究開発費を投入
■高成長が期待される重点製品には、リソースを重点的に投入
■東レグループ内連携強化により、研究・技術開発の
効率と成果を極大化
■2019年に竣工する「未来創造研究センター」において
実現していくべき新しい材料、デバイス、システムの
創出に向けた先導研究を推進

知的財産
■グローバル対応、戦略的特許出願
の推進

未来創造研究センター外観

研究開発費の１／２を
「ｸﾞﾘｰﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ」に、１／４
を「ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ」関連の
研究・技術開発に充当

出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ２７
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中期経営課題 プロジェクトAP-G2019

５つの重点施策

－（３）

設備投資
２０１７年度以降の３年間で、合計５，０００億円の設備投資を実行
基本的考え方

■成長分野、国・地域を中心に積極的な成長拡大投資を実施
■「最適立地生産」によりグローバル供給体制を強化
■より効率的な設備投資の徹底
設備投資総額の約6割を成長拡大分野に投資

基盤整備・
改善

設備投資総額の約6割を海外に投資

日本
成長拡大
分野

海外

キャッシュフローの増大、ＲＯＡやＲＯＥの向上に向けて、
設備投資と売上高・利益の拡大とのバランスを重視
出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ２８
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中期経営課題 プロジェクトAP-G2019

５つの重点施策

－（４）

Ｍ＆A、アライアンス
環境の変化に適合して持続的成長を遂げるための手段として、M&Aやアライアンスを積極
的に活用し、既存事業の成長を増幅・補完
基本的考え方

■成長する分野、国・地域において持続的な拡大が期待できる事業であること
■東レグループの強みであるコア技術、先端材料、グローバルな事業基盤を
活かしたシナジーが期待できること
■アライアンスの場合、パートナーが独自の強みや特長を持っており、東レ
グループとの間にウィン・ウィンの関係が構築できること

■Ｍ＆Ａやアライアンスは、基本的な考え方に沿って実行の是否を判断し、
設備投資とは別枠で戦略的に投融資を実行

出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ２９
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中期経営課題 プロジェクトAP-G2019

５つの重点施策

－（５）

人材確保・育成
次世代の経営を担いうる後継候補者の育成や企業活動の第一線で「強い現場力」を担う基
幹人材の確保・育成を推進
基本的考え方

■人材こそ成長のエンジン
■「強い現場力」を実現するための人材の確保・育成を強化
■人材中期計画を中核とした計画的な人材の確保・育成をグループ全体で強化
■トップマネジメントが戦略的人材育成に従来以上に計画的に関与
■海外関係会社の経営力向上に向け、ナショナルスタッフ優秀人材の登用推進
■集合研修をはじめ計画的人材育成を支える諸制度の強化
【ダイバーシティ推進への取組み】
■ 東レ㈱では、1998年より国籍を問わない採用活動を行い、外国籍社員を対象としたセミナー等を実
施。また、海外関係会社で現地採用した優秀人材について、個人別育成・登用計画に基づくキャリア
形成を、各社・各国･地域・本社が連携して推進。
■ 女性活躍推進に関しては、2015～2017年の３年間、女性部長層自らが企画した「女性管理・専門職
研修」を実施し、ネットワーク構築や、ロールモデルのキャリア事例の共有、キャリアプランの策定、現
場の意見・課題の収集、解決のための提言、課題解決力の強化等を図っている。
出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ30／「東レグループＣＳＲレポート（ウェブサイト詳細報告版）」ｐ111～116／「東レグループＣＳＲレポート」ｐ35・36
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.1. 財務パフォーマンス
営業利益 増減要因分析

（企業価値ガイダンス）
03. 企業の持続的な企業価値向上は、中長期的に資本コストを上回る財務パフォーマンス（キャッシュリターン）をあげることによって実現され、投資家はそうした価値創造に期待して長
期投資を行うことができる。
04. したがって、経営者がこれまでの自社の価値創造をどのように認識しているのか、また、企業価値向上に向けた戦略を実現する過程で足下の財政状態や経営成績をどのように分析・
評価しているのかということは、投資家にとって重要な情報である。

出所： 「2017年3月期決算の概要と2018年3月期見通しについて」ｐ４・１８
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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
◆独自のKPI ⇒「４．戦略」部分のKPI値（ｐ17～29）参照
・成長分野における事業（グリーンイノベーション事業／ライフイノベーション事業）拡大目標
・グローバル事業拡大目標 ／ ・競争力強化（コスト削減）目標 ／ ・新事業創出目標 ／

・研究開発投資・設備投資目標

（企業価値ガイダンス）
09. 企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）を示すことは有益だが、それだけでは企業がそれを達成するためにどのような具体的行動を取るかが見えにくいため、投資
家にとって説得力ある KPI にはならない。
10. そのため、自社固有の戦略〔4.〕に沿って将来の経営計画を策定し、その進捗状況を検証するための定量・定性それぞれの企業独自の KPI を設定することが求められる。
11. また、KPI の変更は、重要な戦略の変更を行ったことと理解されるため、その理由を投資家に対し示すことが有益である。
12. 企業独自の KPI を追求することで、企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）とのつながりが見えにくくなることがある。例えば、独自 KPI が細かすぎることで投資
家が理解しきれず、評価不能な情報となるおそれがある。
13. したがって、企業は、全体としての価値創造に関連するKPIを分解した結果が独自のKPIに結びつくように、または、独自の KPI を積み上げた結果が企業価値創造の KPI に接続す
るように KPI を設定し、組織全体として価値創造プロセスが実現するような設計を意識すべきである。
15. 全体の企業価値創造に関連する KPI が意識されるとともに、自社の投資判断においても資本コストを超過するリターンを求める意志が伝わることは投資家の評価を得る上で重要で
ある。
16. 資本コストは市場が期待する収益率であり、負債コストと株式コストの加重平均（WACC）といった考え方もあるが、絶対的な定義はない。企業は、資本コストを投資家との間の信
頼関係や期待等を反映した総合的なものとして認識し、これに対する考え方を自社の経済的価値・株主価値の創出状況の認識の中で示すことが重要である。
出所： 「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ３・３２
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.5. 企業価値創造の達成度評価
前期の中期経営課題(～2016)の目標に対する達成状況は以下のとおり。
トータルコスト競争力強化
プロジェクト

（価値協創ガイダンス）
17. KPI の設定後には、その達成状況を投資家に示すことが重要である。特に、達成できなかった場合においては、その理由を事業環境要因のみでなく、自社のビジネスモデル及び戦略
に照らし合わせて説明することが投資家の理解を得る上で重要である。
18. 企業にとって、そのような対話の積み重ねを通じて、事業環境要因に左右されにくい戦略の精緻化や高度化を図り、経営力を高めるための PDCA サイクルとしていくことは有益である。
投資家が、そのような企業との対話を通じてKPIやその背景となる戦略を理解することは、企業に対する信頼を高めるためにも重要である。
出所：「中期経営課題 プロジェクトAP-G2019」ｐ７～１０
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続
6.2. 社長、経営陣のスキルおよび多様性
《取締役の選任方針・手続》
当社グループは、基礎素材製品を広範な産業に供給しており、豊富な現場経験と深い専門能力をベースに
的確な経営判断ができることに加え、受託者責任にもとづき業務執行から独立して客観的な立場で経営の
監督が遂行できることを社内取締役候補者の指名基準としている。
《後継者育成》
社内からの登用に当たっては、将来の社
長を含む経営陣幹部への選任を視野に
入れ、業務執行の基幹ポストには、取
締役候補者の指名基準に準じ、現場
経験と専門能力をベースにした的確な
判断ができることを選任基準としている。
また、基幹ポストの中長期的人事計画
を定期的に作成、取締役会が承認。
（価値協創ガイダンス）
03. 投資家は、一連の企業行動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能なものであるかを投資判断に必要な情報としている。企業が戦略を実行する上での課題解決にふさわしい経
営陣や取締役が適時・適切に選任され、成果に応じた評価がなされているか、また、そのような仕組みが組織として継続的に確保できるかということを重視している。
04. 企業には、経営方針や優先する経営課題を投資家と共有するとともに、その課題解決および実行に最もふさわしい経営陣の資質及びそのような経営者を選任・育成するための後
継者計画（サクセッション・プラン）を示すとともに、取締役会がそのような仕組みを持続的に確保できることを示すことが求められる。
05. 投資家は、業務執行を担う経営陣（企業の経営判断を担う社長・CEO、業務執行取締役、執行役・執行役員その他重要な使用人）が、求められる資質や能力を備えているこ
と、そして意思決定した事項を着実に実行することを求めている。さらに、取締役会や経営陣全体としての機能を発揮するため、属性や経験、能力等の多様性（ダイバーシティ）が
確保されていること、透明性・合理性の高い意思決定を行う仕組みが担保されていることを重視している。
06. 企業には、これらに関する自社の考え方を明確にしつつ、投資家との対話からの示唆も活用して、情報提供を行うことが求められる。
出所：「東レレポート2017」(アニュアルレポート)ｐ３９／コーポレート・ガバナンス報告書ｐ１～２
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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
《社外取締役の独立性判断基準》
当社の経営理念への共感、素材事業に関する理解をベースに、より幅広い視点から経営を監督し、その透明
性・公正性を一層高めるとともに、中長期的視点で経営への適切な助言ができることを候補者指名基準とし
ている。
《ガバナンス委員会の設置》
社外取締役を委員長とし、以下のコーポレートガバナンスに関する
事項全般について、中長期的重要課題を取締役会に答申する機
関として、ガバナンス委員会を設置。
・取締役会及び監査役会の構成
・取締役会の運営に関する評価
・取締役会及び監査役の指名方針
・役員報酬制度のあり方
・ 社長を含む経営陣幹部の選任に関わる基本方針
（価値協創ガイダンス）
07. 投資家は、主として業務執行に対する監督の役割を担う社外役員（社外取締役等）に対して、一般株主の利益を確保する観点から、独立した客観的な立場とその意思を有し
ていることを前提条件として求めている。さらに、個々の社外役員が業務執行を担う経営陣等と対等の議論をするに十分な能力や、経験を有しており、また、社外役員全体として多
様性が確保されることで、一般株主との利益相反の監督のために活動・貢献することを求めている。
08. 企業には、社外役員の経歴や属性、実際に果たした役割等に関する情報を示すとともに、必要に応じて社外取締役等が投資家への情報発信や対話を行うなど積極的な対応が求
められる。
09. 投資家は、十分なスキルおよび多様性を備えた取締役、特に社外取締役等が、自らに代わって業務執行を担う経営陣の戦略的意思決定を適切に監督・評価（モニタリング）する
ことを求めている。企業にはその仕組みとモニタリングの結果を投資家に示していくことが求められる。
出所：「東レレポート2017」(アニュアルレポート)ｐ４０／コーポレート・ガバナンス報告書ｐ２
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.5. 利益分配の方針
《株主還元に関する基本方針》
当社は、利益配分を企業経営にとっての最重要事項の一つと認識し、業績動向、財務体質、将来のための
投資に必要な内部留保等を総合的に勘案し、適切な配当を行うことを基本方針としています。
1株当たり配当金と配当性向の推移（直近10年間）

（価値協創ガイダンス）
10. 投資家にとって、企業の利益分配は最も確実な収益の源泉であり、その方針は投資判断における重要な情報である。企業には、利益分配の方針を投資家に示すことが求められる。
出所：ホームページ「株主還元」
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.6. 役員報酬制度の設計と結果
《取締役の報酬決定方針・手続》
◆ 社内取締役の報酬は、その役割を踏まえ、例月報酬、賞与及び株式報酬型ストックオプションで構成。
◆ 社外取締役の報酬は、例月報酬のみで構成。
◆ 報酬水準については、外部第三者機関による役員報酬に関する他社水準調査結果なども参考に、優秀な人材を確保
でき、業績向上に向けた士気向上がはかられるようにしている。

◆ 例月報酬は、株主総会において報酬総枠の限度額を決議し、その範囲内において、取締役会決議により社長が東レの
定める一定の基準に基づき決定。
◆ 賞与は、株主総会において支給の可否ならびに支給総額を決議。株主総会への付議内容は、各年度の連結及び単体
業績などに過去実績などを加味し、社長を含む経営陣幹部による協議を経て、取締役会が決議。各取締役の賞与は、取
締役会決議により社長が東レの定める一定の基準に基づき各人の業績に応じて決定。
◆ 株式報酬型ストックオプションは、株主総会において取締役に対して付与する新株予約権の総数の上限ならびに報酬総
枠の限度額が決議され、その限度の範囲内において、取締役への割当個数を取締役会が東レの定める一定の基準に基づ
き決議。

《監査役の報酬決定方針・手続》
◆ 監査役の報酬は、その役割を踏まえ、例月報酬のみで構成。報酬水準については、外部第三者機関による役員報酬に
関する他社水準調査結果なども参考に、優秀な人材を確保できるようにしている。例月報酬は、株主総会において報酬総
枠の限度額を決議し、その範囲において、監査役の協議により一定の基準に基づき決定。
（価値協創ガイダンス）
11. 投資家は、役員報酬の金額自体よりも、役員報酬が企業の経営戦略や業績とどのように連動しているのか、また、経営方針や責任と整合的かといった制度設計の考え方を確認し、
企業評価において考慮する。
12. 企業には、成果や KPI〔5.〕との関連性を含め、報酬に関する制度設計の考え方を示すことが求められる。また、役員報酬と企業価値向上への寄与について投資家の理解と信任を
得られるよう努めることが重要である。
出所：「東レレポート2017」(アニュアルレポート)ｐ４２／コーポレート・ガバナンス報告書ｐ１
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題
取締役会において、全取締役・監査役計29名を対象に、「2016年度取締役会実効性評価アンケート」(※)
を実施。また、社外取締役・社外監査役計４名に対し、取締役会事務局が個別インタビューにより意見聴取。
これらの結果について、ガバナンス委員会で分析・評価の上、取締役会において審議した結果、以下のとおり。
（※アンケート項目例：監督と執行の分離／取締役会に先立つ情報提供／取締役会における意見等に対する経営の対応／利害対立への適切
な対応／ステークホルダーとのコミュニケーション／知識習得の機会等）

（価値協創ガイダンス）
13. 投資家は、取締役会が自らの意思決定の責任を負い、実効性あるものとなっているかを客観的に評価することを求めている。企業には、その評価の結果や改善に向けて取り組むべき
優先課題を投資家に示すことが求められる。
出所：「コーポレート・ガバナンス報告書ｐ２～３
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別紙資料５－⑨

開示まとめ資料

三菱商事株式会社
＜本資料について＞
 本資料は価値協創ガイダンス（以下、「ガイダンス」）に基づいて、経済産業省と各社の協働により、各社
の開示情報のうち、ガイダンスの示す各要素に該当する情報は何かを抜粋したものであり、ステークホルダー
に対する開示として整理したものではありません。
 本資料はあくまでも、統合報告・ESG対話フォーラムでのプレゼンテーション目的に作成されたものであり、委
員の所属する企業の公式な見解を示すものではありません。なお、本資料は各社の直近の開示資料より作
成されたものであり、ガイダンスとの対応関係が明示的に示されていない事項について、各社の経営姿勢や
取組状況を示すものではありません。

価値協創ガイダンスの全体像
価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

ガバナンス

事業環境、外部環境への認識
1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

2.1. 市場勢力図における
位置づけ

1.2. 社会との接点

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

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

3.3. 事業環境の変化リスク

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）

3.1. ESGに対する認識

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

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
4.2. 経営資源・無形資産
等の確保・強化
4.2.1. 人的資本への投資
4.2.2. 技術（知的資
本）への投資
4.2.2.1. 研究開発投資
4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資

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. 成長加速の時間を
短縮する方策

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

5.1 財務パフォーマンス
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

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

6.1. 経営課題解決にふさ
わしい取締役会の持
続性

6.2. 社長、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

4.4. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略
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

出所：経済産業省 価値協創ガイダンス

4.4.2. 無形資産の測定と
投資戦略 の評価・
モニタリング
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.1. 企業理念と経営のビジョン
「三綱領」
統合報告書の冒頭にて、自社の経営理念である「三綱
領」を示し、この理念がビジネスの展開、及び地球環境や
社会への責任を果たす上での拠り所となっていることを示し
ている。
また統合報告書の複数の箇所にて、当社の各種取り組
みが三綱領を拠り所としていることを示している。

「経済価値」「環境価値」「社会価値」を同時に実現
当社を取り巻く外部環境や社会課題を認識したうえで、
経済価値のみならず社会価値、環境価値を同時に実
現することを謳っている。

追加

（価値協創ガイダンス）
05. 企業は、自らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を示し、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや方法によって、それを体現するのか、基本的な考え方
を示すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、目指すべき方向性や優先して取り組む課題を示すことも有益である。
07. 投資家は、企業の目指すべき方向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を
踏まえた実施計画〔5.〕等を適切に評価することができる。
出所：統合報告書 1ページ,14ページ
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.2. 社会との接点

サステナビリティ重要課題
事業を通じて「経済価値」「社会価値」「環境価値」の3つ
を同時に実現させるために、サステナビリティ重要課題の特
定プロセスを経たうえで、7つのサステナビリティ重要課題を
特定している。
特定している。。

（価値協創ガイダンス）
08. 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって自社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな事業機会にもなり得る。自社の理念やビジョンに基づいて、どの社会課題を経
営課題、事業機会として特定し、どのようにビジネスモデル〔2.〕、戦略〔4.〕に落とし込んでいくのかということは、企業の存在意義にも関わる重要な経営判断である。
09. 投資家が長期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどのように社会課題を自らのビジネスモデル〔2.〕に落とし込むのか、競争優位性と他社にない存在意義とのつながりを理
解することは重要な要素である。
10. 企業が、自らの経営課題、事業機会として捉えるべき社会課題を特定するに当たっては、株主、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性〔2.2.2.〕、国
際的な共通の社会課題として特定されている「持続可能な開発目標（SDGs）」等を視野に入れた国際社会における受容性を踏まえて考えていくことも有益である。
出所：統合報告書 25ページ
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.1. 市場勢力図における位置づけ

「収益の柱」
現時点で「収益の柱」として期待
できる事業、および次の柱の候補
となる事業を認識し、事業のライフ
となる事業を掲げ、持続性のある
サイクルのステージ等を確認する仕
企業価値の創出を目指しているこ
組みを作ることで、持続性のある
とを示している。
企業価値の創出を目指しているこ
とを示している。

（価値協創ガイダンス）
06. ビジネスモデルを理解し、その実現可能性を評価するためには、ビジネスモデルが前提とする主な市場の付加価値連鎖（バリューチェーン）と競争環境、その中における自社の立ち位
置、競争優位をもたらす差別化要素等を把握することが必要である。
07. 企業が自らの認識を示し、投資家との対話等を通じて、投資家の認識や仮説とのずれを確認することは、自らのビジネスモデルや戦略〔4.〕を見直す契機として重要である。特に、
様々な企業を比較評価する投資家から見て、自社が差別化要素として考えているものが、競争優位性を持つと評価されているかどうかを知ることは有益である。
出所：統合報告書 14ページ
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可欠な要素

中期経営戦略2018」の
概要
事業のライフサイクルを常に
把握し、常に各事業の位置
付けを把握する仕組みを導
入。
この位置付け区分に基づき
資産の入替を加速ささせ、
事業環境の変化に対して常
に最適な事業ポートフォリオ
を実現していくことを示してい
る。

（価値協創ガイダンス）
14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を
行い、効率性を高めていくことは、ビジネスモデルの持続可能性を支えるものである。
15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維
持・強化しようとしているのかを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最大の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかったり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように
認識し、対処しようとしているのかは、重要な情報である。
出所：統合報告書 13ページ
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３．持続可能性・成長性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.1. ESGに対する認識
サステナビリティ推進担当トップメッセージ
統合報告書上にて、サステナビリティ推進担当
取締役が、ESG含む当社の持続可能な成長に
向けた取り組みについて説明をしている。

（価値協創ガイダンス）
07. 特に長期的視野に立つ投資家が企業を評価する視点として、ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の重要性が高まっている。そのような投資家は ESG の個別要素を単独で評価
するのではなく、企業のビジネスモデルの持続性や戦略の実現可能性にどのように影響を与えるのかを理解するための情報として捉えている。
08. ESG の概念・範囲には様々な考え方があり、これらを超過収益の源泉ととらえる投資家もいるが、多くの投資家は少なくとも中長期的なリスク要因として認識している。また、特に企
業の持続可能性（サステナビリティ）に関連する環境・社会（E・S）と企業価値を高める前提となる規律としてのガバナンス（G）とは、性質が異なる面があると捉えている。
09. したがって、企業は自社の中長期的な企業価値やビジネスモデルの持続性に影響を与える、あるいは事業の存続そのものに対するリスクとして、どのような ESG の社会・環境要素を
特定しているか、その影響をどのように認識しているかを示すべきである。また、そのようなリスクへの対応や事業機会につなげるための取組について、戦略〔4.〕の中で示すことも有益で
ある。
10. 企業が自社にとって重要な ESG 要素を特定する際、ビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セクター）において主なリスク要因として認識されているものを念頭におくことは、
投資家の理解を得る上で有用である。その際、様々な機関が推奨する項目に沿って取り組むことは目的ではなく、むしろ自社の企業価値への影響を踏まえて自らが取り組むべき項
目を特定し、それを説明することが重要である。
11. ガバナンスに関しては、6.で掲げる事項を参照しつつ、企業が自らのビジネスモデルを実現するための戦略を着実に実行し、持続的に企業価値を高める方向での規律やインセンティブ
がはたらく仕組みとなっていることについて、投資家からの信認を得ることが重要である。
出所：統合報告書 25ページ
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３．持続可能性・成長性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.1. ESGに対する認識

投融資案件審査
2018年3月期より、投
融資案件審査にサステナ
ビリティ推進部がメンバー
として参加し、環境や社
会に与える影響も踏まえ
た意思決定を行う審査
体制を整備している旨を
記載している。

出所：統合報告書 24ページ
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３．持続可能性・成長性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.2. 主要なステークホルダーとの関係性の維持

ステークホルダーとの対話
サステナビリティデータブック上にて、当社のス
統合報告書上にて、投資家・株主との対話、
テークホルダーを明示した上で、各ステークホル
およびサステナビリティ重要課題への対応の一
ダーとの関係性や、コミュニケーション手段につ
環として、サプライチェーン、地域コミュニティーと
いて記載している。
の共生について触れている。

（価値協創ガイダンス）
12. 自らのビジネスモデルを持続させるためには、経営資源や無形資産の確保とともに、ステークホルダー等との関係性〔2.2.2.〕を維持、強化することが必要である。特に中長期的
な視点に立てば、各ステークホルダーの利益相反を極小化して、相互に共有できる利益を拡大するビジネスモデルを設計することが、当該企業の社会的価値を盤石なものにす
る。
13. 投資家は、投資家以外のステークホルダー価値の創造が、投資家への持続可能で安定的な価値提供にもつながるという考え方を持っており、企業が主要なステークホルダーとど
のように向き合い（関係性）、ビジネスの仕組みや進め方に落とし込んでいるのかに関心がある。
14. 企業は、自社の企業理念や社会との接点に対する認識〔1.〕を踏まえ、主要なステークホルダーとの関係性をどのように構築し、その維持のためにどのような方策をとるのかを投
資家に対して示すべきである。
出所：統合報告書 23ページ、27ページ
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３．持続可能性・成長性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.3. 事業環境の変化リスク
事業環境変化への対応
当社は、社長室会下部組織として
「AI/IoT推進会議」を新設することで、
AI/IoTの台頭を初めとした事業環境の変
化に対応している。

市況リスクを踏まえたポートフォリオ最適化/分類の見直し
当社は「中期経営戦略2018」での取り組みの一環として、市況リスクを踏まえ
た事業ポートフォリオの最適化を掲げている。
2017年3月期の決算公表より市況リスクの感応度に基づき、事業の分類を
「事業系」「市況系」にくくり直したことにより、最適バランスの実現を目指してい
ることを示している。
詳細は4.4経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略を参照。

（価値協創ガイダンス）
15. 企業を取り巻く事業環境は複雑化し、IoT（Internet of Things）により常に世界とつながっている状況や、国内事業においても海外とサプライチェーンを通じてつながっている状況
等が、事業活動への脅威となるリスク要因や不確実性を増加させ、考慮すべきリスクの範囲を拡大している。このようなリスクや不確実性をどのように認識し、それに対してどのように対
応するかということは、企業の持続可能性や成長性にとって重要である。
出所：統合報告書 18ページ、24ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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
4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略
事業ポートフォリオの最適バランス実現
「中期経営戦略2018」の一環として、市
況リスクへの感応度に応じて各事業の分
類を見直すとともに、市況の影響を受け
やすい「資源市況型」の投融資残高を一
定に抑えることで、事業ポートフォリオの最
適バランス実現を企図している。

（価値協創ガイダンス）
05. 企業が戦略により達成すべき目標を示すとともに、それと整合的な形で経営資源等の確保・強化〔4.2.、4.3.〕、投資戦略・事業ポートフォリオ組替等の方策〔4.4.等〕を説明するこ
とは、投資家の理解を深める上で重要である。
07. 戦略において、企業がバリューチェーンにおける事業ポジションを維持するのか、新たなポジションに移行するのか、必要に応じて軸足を移すことが可能な仕組みを備えているかなどの概
略が示されることで、投資家は、長期的視点での投資判断に不可欠な環境変化への耐性を理解し、企業のビジネスモデルと戦略をより適切に評価することが可能となる。
出所：統合報告書 11ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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
4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略
全社による配分原資の活用
「中期経営戦略2018」の一環として、各営業グループ
の連結純利益の一部を全社が留保する仕組みを導入
し、全社として資本配分方針の選択肢を広げる。

出所：統合報告書 12ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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
4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略
事業の位置づけ区分に基づく資産の入れ替え
「中期経営戦略2018」の一環として、個々の事業の環境
変化やライフサイクルのステージを把握しながらの資産の入れ
替えを進めるための仕組みを構築している。

（価値協創ガイダンス）
45. 有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分を最適化することにより、持続的な企業価値向上を実現することは、企業の経営者が行う重要な意思決定である。
46. 経営資源・資本配分を最適化するためには、自社のビジネスモデル〔2.〕においてそれぞれの投資がどのように中長期的な収益や企業価値向上に寄与するのか、それらをどのように評
価・モニタリングして投資判断を行うかといったことが重要となる。
47. 投資家にとって、個別の経営資源や無形資産への投資判断〔4.2.等〕のみならず、企業が全体戦略の中で事業ポートフォリオをどのように構築し、組み替えていくのか、それぞれの経
営資源や資産の関係性をどのように捉えているのかを理解することは重要である。
出所：統合報告書 13ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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
4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略

事業の位置づけ区分に基づく資産の入れ替え
ポートフォリオ管理と経営管理の枠組み、リスク
マネジメント
「中期経営戦略2018」の一環として、個々の事
業の環境変化やライフサイクルのステージを把握し
前述した取り組みの他、実質リスク（想定最大
ながらの資産の入れ替えを進めるための仕組みを
損失額）を用いた管理や、各投資案件のモニタ
構築している。
リングの仕組みについて示している。

出所：統合報告書 22ページ、23ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化
当社の主な強み
統合報告書冒頭のトップメッセージにおいて、
当社の強みを「ヒト」と「総合力」と位置付けた
うえで、同レポート後半において人材への取り
組みについて別途詳細を示している。

（価値協創ガイダンス）
08. 企業の戦略において、競争優位の源泉となる経営資源や無形資産等〔2.2.1.〕を確保・強化するためにどのような投資を行い、それらをどのように活用して顧客に価値を提供し、持
続的な企業価値向上につなげていくかということは重要な要素である。
09. これらの概略とともに、その成果をどのような時間軸、方法で評価するのかについて、成果指標〔5.〕等と合わせて示すことは、投資家が企業の戦略と実行力を評価する上で重要であ
る。
10. 企業のバランスシートにおいて、多くの無形資産は資産として認識されず、中長期的な価値向上を見据えた無形資産への戦略投資は当期費用の一部として取り扱われる。また、こ
れらの情報は、必ずしも企業が戦略的に捉える要素ごと、あるいはビジネスモデルが前提とする事業領域やセクター（セグメント）ごとに示されておらず、投資家に利益を圧縮する非
効率な費用としてのみ認識されるおそれがある。設備・施設等資産として認識されている有形資産への投資についても、必ずしもビジネスモデルや戦略に関連づけて示されていない。
11. したがって、企業の中長期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容を定量的、定性的に示すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献
するか、評価の指標や方法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から見て、これらの投資（費用）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して「投資収益
率（Return on Investment）」の考え方が示されることは有用である。
12. また、重要な経営資源や無形資産等の喪失リスクが顕在化した場合への対応として、他の経営資源で補完するなど（有形・無形資産を他の有形・無形資産で補完するなど）の
次善策を示すことも投資家からの信任を得る上で重要である。
13. これらの経営資源や無形資産やそれらへの投資のあり方は、事業領域や産業（セクター）によって異なるが、以下で示す主要な要素（人的資本、技術、ブランド、組織、M&A）
に関する投資家との対話における考え方を参照し、自らの戦略の中に組み込むことも有益である。
出所：統合報告書 7ページ、8ページ、92ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込

サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）
統合報告書上にて経済価値、社会価値、環
境価値の3つを同時に実現させるために、サス
テナビリティ重要課題を示すとともに、それらが
SDGsの各テーマにどのように結びついているか
を示している。

（価値協創ガイダンス）
41. 企業が経営課題として特定した ESG 等のリスク〔3.〕について、自社のリスクマネジメントの中でどのように管理し、影響緩和のための方策を戦略に組み込んでいるかは投資家にとって
重要な情報である。
42. 戦略においては、ESG 等の要素をリスク・脅威としてのみならず、新たな事業を生み出し、また、ビジネスモデルを強化する機会としてどのように位置づけているか、そのためにどのような
投資や資源配分を行っているのかを示すことも重要である。
43. 特にグローバルな事業活動を行う企業にとっては、「持続可能な開発目標（SDGs）」等で示される国際的な社会課題に対して、自社の企業価値の持続的向上がこれら課題の解
決にもつながるという「共有価値の創造（CSV）」の観点を念頭に置くことも重要である。例えば、SDGs 等で掲げられる目標について、企業の価値観〔1.〕に基づき、自社の活動の
社会・環境への影響の大きさや企業価値を高める戦略の観点から優先順位を付けて取り組むことが考えられる。
44. 国際的に認識されている社会課題に関する枠組みを参照することは、グローバルな投資家の理解を促進し、建設的な対話を進めるために有用である。また、このような検討や対話を
通じて、企業自身が意識していなかった自社の強みや価値を認識することも重要である。
出所：統合報告書 25ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.1. 財務パフォーマンス
5.5. 企業価値創造の達成度評価

CFOによる財務パフォーマンスの分析
統合報告書において、CFOメッセージの中で当期の業績に関す
る分析を示すとともに、より詳細なセグメント別の状況を記載し
ている。（財務セクションにおいて、更に詳細な状況を開示）
（企業価値ガイダンス）
03. 企業の持続的な企業価値向上は、中長期的に資本コストを上回る財務パフォーマンス（キャッシュリターン）をあげることによって実現され、投資家はそうした価値創造に期待して長
期投資を行うことができる。
04. したがって、経営者がこれまでの自社の価値創造をどのように認識しているのか、また、企業価値向上に向けた戦略を実現する過程で足下の財政状態や経営成績をどのように分
析・評価しているのかということは、投資家にとって重要な情報である。
17. KPI の設定後には、その達成状況を投資家に示すことが重要である。特に、達成できなかった場合においては、その理由を事業環境要因のみでなく、自社のビジネスモデル及び戦略
に照らし合わせて説明することが投資家の理解を得る上で重要である。
18. 企業にとって、そのような対話の積み重ねを通じて、事業環境要因に左右されにくい戦略の精緻化や高度化を図り、経営力を高めるための PDCA サイクルとしていくことは有益である。
投資家が、そのような企業との対話を通じてKPIやその背景となる戦略を理解することは、企業に対する信頼を高めるためにも重要である。
出所：統合報告書 19ページ、20ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）
5.2. 戦略の進捗を示す独自KPIの設定

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

独自KPI① 「投融資レバレッジ」
当社では2017年度末決算よりNet DERに替えて、
より実質的な指標を示すことで資本政策や財務健全
性に関する説明の透明性を上げることに努めている。
（投融資レバレッジ（％）＝「投融資残高に見合う
有利子負債」/「資本（含む、格付資本））

独自KPI② 「市況系：事業系＝3：7」
市況系リスク感応度に応じて括った市況系/事業系
の区分は妥当比率を示し実現を目指している。

（企業価値ガイダンス）
09. 企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）を示すことは有益だが、それだけでは企業がそれを達成するためにどのような具体的行動を取るかが見えにくいため、投資
家にとって説得力ある KPI にはならない。
10. そのため、自社固有の戦略〔4.〕に沿って将来の経営計画を策定し、その進捗状況を検証するための定量・定性それぞれの企業独自の KPI を設定することが求められる。
11. また、KPI の変更は、重要な戦略の変更を行ったことと理解されるため、その理由を投資家に対し示すことが有益である。
出所：統合報告書 6ページ、12ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.3. 企業価値創造と独自KPIの接続による価値創造設計

企業価値創造と独自KPIの接続について、現時点では開示してい
ない。

（企業価値ガイダンス）
12. 企業独自の KPI を追求することで、企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）とのつながりが見えにくくなることがある。例えば、独自 KPI が細かすぎることで投資
家が理解しきれず、評価不能な情報となるおそれがある。
13. したがって、企業は、全体としての価値創造に関連するKPIを分解した結果が独自のKPIに結びつくように、または、独自の KPI を積み上げた結果が企業価値創造の KPI に接続す
るように KPI を設定し、組織全体として価値創造プロセスが実現するような設計を意識すべきである。
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.4. 資本コストに対する認識

資本コストに対する認識について、現時点では開示していない。

（企業価値ガイダンス）
15. 全体の企業価値創造に関連する KPI が意識されるとともに、自社の投資判断においても資本コストを超過するリターンを求める意志が伝わることは投資家の評価を得る上で重要で
ある。
16. 資本コストは市場が期待する収益率であり、負債コストと株式コストの加重平均（WACC）といった考え方もあるが、絶対的な定義はない。企業は、資本コストを投資家との間の信
頼関係や期待等を反映した総合的なものとして認識し、これに対する考え方を自社の経済的価値・株主価値の創出状況の認識の中で示すことが重要である。
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続

取締役会諮問機関
取締役会の実効性を高めるための取り組みを示しつつ、
取締役会諮問機関である「ガバナンス・報酬委員会」、
「国際諮問委員会」が継続的な取締役会の実効性確
保に寄与していることを示している。
（価値協創ガイダンス）
03. 投資家は、一連の企業行動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能なものであるかを投資判断に必要な情報としている。企業が戦略を実行する上での課題解決にふさわしい経
営陣や取締役が適時・適切に選任され、成果に応じた評価がなされているか、また、そのような仕組みが組織として継続的に確保できるかということを重視している。
04. 企業には、経営方針や優先する経営課題を投資家と共有するとともに、その課題解決および実行に最もふさわしい経営陣の資質及びそのような経営者を選任・育成するための後
継者計画（サクセッション・プラン）を示すとともに、取締役会がそのような仕組みを持続的に確保できることを示すことが求められる。
出所：統合報告書 34ページ、36ページ、37ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.2. 社長、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

取締役会の構成・取締役候補
者の選任方針
統合報告書上にて、取締役会
の構成・取締役候補者の選任
方針を明示している。

（価値協創ガイダンス）
05. 投資家は、業務執行を担う経営陣（企業の経営判断を担う社長・CEO、業務執行取締役、執行役・執行役員その他重要な使用人）が、求められる資質や能力を備えているこ
と、そして意思決定した事項を着実に実行することを求めている。さらに、取締役会や経営陣全体としての機能を発揮するため、属性や経験、能力等の多様性（ダイバーシティ）が
確保されていること、透明性・合理性の高い意思決定を行う仕組みが担保されていることを重視している。
06. 企業には、これらに関する自社の考え方を明確にしつつ、投資家との対話からの示唆も活用して、情報提供を行うことが求められる。
07. 投資家は、主として業務執行に対する監督の役割を担う社外役員（社外取締役等）に対して、一般株主の利益を確保する観点から、独立した客観的な立場とその意思を有し
ていることを前提条件として求めている。さらに、個々の社外役員が業務執行を担う経営陣等と対等の議論をするに十分な能力や、経験を有しており、また、社外役員全体として多
様性が確保されることで、一般株主との利益相反の監督のために活動・貢献することを求めている。
08. 企業には、社外役員の経歴や属性、実際に果たした役割等に関する情報を示すとともに、必要に応じて社外取締役等が投資家への情報発信や対話を行うなど積極的な対応が求
められる。
出所：統合報告書 30ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.2. 社長、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

役員の体制
各役員について、年齢、取締役会出席状況、在任年数、主な経歴等、取締役会
の諮問機関への委員就任状況、（社外役員の場合は加えて主な専門性、バックグ
ラウンド）を一覧で示している。
出所：統合報告書 32ページ、 33ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.4. 戦略的意思決定の監督・評価

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
戦略的意思決定を監督する体制を示すとともに、これまでの
推移も含め、当社の取り組みを記載している。
推移も含め、当社の取組みを記載している。

（価値協創ガイダンス）
09. 投資家は、十分なスキルおよび多様性を備えた取締役、特に社外取締役等が、自らに代わって業務執行を担う経営陣の戦略的意思決定を適切に監督・評価（モニタリング）する
ことを求めている。企業にはその仕組みとモニタリングの結果を投資家に示していくことが求められる。
出所：統合報告書 28ページ、 29ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.5. 利益分配の方針

年間配当推移
CFOメッセージにおいて、年間配当推
移を示している。
資本配分の方針
株主還元、自社株買い含む、資本
配分の方針について記載している。

（価値協創ガイダンス）
10. 投資家にとって、企業の利益分配は最も確実な収益の源泉であり、その方針は投資判断における重要な情報である。企業には、利益分配の方針を投資家に示すことが求められる。
出所：統合報告書 19ページ、21ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.6. 役員報酬制度の設計と結果

取締役、監査役の報酬制度
取締役、監査役報酬等の内容、及び決定方法を示し
ている。
（この他、報酬等の総額及び対象員数も記載）

（価値協創ガイダンス）
11. 投資家は、役員報酬の金額自体よりも、役員報酬が企業の経営戦略や業績とどのように連動しているのか、また、経営方針や責任と整合的かといった制度設計の考え方を確認し、
企業評価において考慮する。
12. 企業には、成果や KPI〔5.〕との関連性を含め、報酬に関する制度設計の考え方を示すことが求められる。また、役員報酬と企業価値向上への寄与について投資家の理解と信任を
得られるよう努めることが重要である。
出所：統合報告書 40ページ、41ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題

取締役会の実効性評価
統合報告書の1トピックとして、取締役会の実効
性評価について、プロセスを示すとともに、評価結
果、及び今後の取組みについて記載している。

（価値協創ガイダンス）
13. 投資家は、取締役会が自らの意思決定の責任を負い、実効性あるものとなってい
るかを客観的に評価することを求めている。企業には、その評価の結果や改善に向
けて取り組むべき優先課題を投資家に示すことが求められる。
出所：統合報告書 31ページ
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別紙資料５－⑩

開示まとめ資料

花王株式会社
＜本資料について＞
 本資料は価値協創ガイダンス（以下、「ガイダンス」）に基づいて、経済産業省と各社の協働により、各社
の開示情報のうち、ガイダンスの示す各要素に該当する情報は何かを抜粋したものであり、ステークホルダー
に対する開示として整理したものではありません。
 本資料はあくまでも、統合報告・ESG対話フォーラムでのプレゼンテーション目的に作成されたものであり、委
員の所属する企業の公式な見解を示すものではありません。なお、本資料は各社の直近の開示資料より作
成されたものであり、ガイダンスとの対応関係が明示的に示されていない事項について、各社の経営姿勢や
取組状況を示すものではありません。

価値協創ガイダンスの全体像
価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

ガバナンス

事業環境、外部環境への認識
1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

2.1. 市場勢⼒図における
位置づけ

1.2. 社会との接点

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

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

3.3. 事業環境の変化リスク

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）

3.1. ESGに対する認識

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

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
4.2. 経営資源・無形資産
等の確保・強化
4.2.1. ⼈的資本への投資
4.2.2. 技術（知的資
本）への投資
4.2.2.1. 研究開発投資
4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資

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

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

5.1 財務パフォーマンス
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

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

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

4.4. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略
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

出所︓経済産業省 価値協創ガイダンス

4.4.2. 無形資産の測定と
投資戦略 の評価・
モニタリング
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１．価値観
1.1. 企業理念と経営のビジョン

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

「花王ウェイ」
統合レポートの冒頭にて、⾃社の創業から続く
企業理念である「花王ウェイ」の内容を説明す
るとともに、その130年にわたる実践の歴史を
⽰している。

コーポレート メッセージ

（価値協創ガイダンス）
05. 企業は、⾃らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を⽰し、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや⽅法によって、それを体現するのか、基本的な考え⽅
を⽰すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、⽬指すべき⽅向性や優先して取り組む課題を⽰すことも有益である。
07. 投資家は、企業の⽬指すべき⽅向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を
踏まえた実施計画〔5.〕等を適切に評価することができる。
出所︓統合レポート 3ページ、決算説明会資料 32ページ
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１．価値観

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

1.2. 社会との接点

社会的課題への先進的取り組み
⾃社の持続的成⻑を⽀えるものの⼀つに「消費者起点」を掲
げ、消費者が直⾯する社会的課題を解決することが⾃社の
貢献であることを⽰している。
（価値協創ガイダンス）
08. 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって⾃社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな事業機会にもなり得る。⾃社の理念やビジョンに基づいて、どの社会課題を経
営課題、事業機会として特定し、どのようにビジネスモデル〔2.〕、戦略〔4.〕に落とし込んでいくのかということは、企業の存在意義にも関わる重要な経営判断である。
09. 投資家が⻑期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどのように社会課題を⾃らのビジネスモデル〔2.〕に落とし込むのか、競争優位性と他社にない存在意義とのつながりを理
解することは重要な要素である。
10. 企業が、⾃らの経営課題、事業機会として捉えるべき社会課題を特定するに当たっては、株主、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性〔2.2.2.〕、国
際的な共通の社会課題として特定されている「持続可能な開発⽬標（SDGs）」等を視野に⼊れた国際社会における受容性を踏まえて考えていくことも有益である。
出所︓統合レポート 5ページ
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.1. 市場勢⼒図における位置づけ
「コンシューマープロダクツ事業」
の市場環境の認識

「ケミカル事業」の市場環境の認識

（価値協創ガイダンス）
06. ビジネスモデルを理解し、その実現可能性を評価するためには、ビジネスモデルが前提とする主な市場の付加価値連鎖（バリューチェーン）と競争環境、その中における⾃社の⽴ち位
置、競争優位をもたらす差別化要素等を把握することが必要である。
07. 企業が⾃らの認識を⽰し、投資家との対話等を通じて、投資家の認識や仮説とのずれを確認することは、⾃らのビジネスモデルや戦略〔4.〕を⾒直す契機として重要である。特に、
様々な企業を⽐較評価する投資家から⾒て、⾃社が差別化要素として考えているものが、競争優位性を持つと評価されているかどうかを知ることは有益である。
出所︓統合レポート 62ページ、70ページ
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2．ビジネスモデル

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

2.2. 競争優位を確保するために不可⽋な要素
「コンシューマープロダクツ事業」「ケミカル事業」の
シナジーによる花王独⾃の価値創造
各部⾨が⼀体となった事業活動、 「よきモノづくり」

（価値協創ガイダンス）
14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を
⾏い、効率性を⾼めていくことは、ビジネスモデルの持続可能性を⽀えるものである。
15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維
持・強化しようとしているのかを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最⼤の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかったり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように
認識し、対処しようとしているのかは、重要な情報である。
出所︓花王HP、決算説明会資料
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.1. ESGに対する認識

注⼒すべき4つの社会的課題
当社は、ESGの観点を含む社会的
課題を解決することに取り組んでおり、
エコロジー、コミュニティ、カルチャーの3
つの重点領域を設定している。

（価値協創ガイダンス）
07. 特に⻑期的視野に⽴つ投資家が企業を評価する視点として、ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の重要性が⾼まっている。そのような投資家は ESG の個別要素を単独で評価
するのではなく、企業のビジネスモデルの持続性や戦略の実現可能性にどのように影響を与えるのかを理解するための情報として捉えている。
08. ESG の概念・範囲には様々な考え⽅があり、これらを超過収益の源泉ととらえる投資家もいるが、多くの投資家は少なくとも中⻑期的なリスク要因として認識している。また、特に企
業の持続可能性（サステナビリティ）に関連する環境・社会（E・S）と企業価値を⾼める前提となる規律としてのガバナンス（G）とは、性質が異なる⾯があると捉えている。
09. したがって、企業は⾃社の中⻑期的な企業価値やビジネスモデルの持続性に影響を与える、あるいは事業の存続そのものに対するリスクとして、どのような ESG の社会・環境要素を
特定しているか、その影響をどのように認識しているかを⽰すべきである。また、そのようなリスクへの対応や事業機会につなげるための取組について、戦略〔4.〕の中で⽰すことも有益で
ある。
10. 企業が⾃社にとって重要な ESG 要素を特定する際、ビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セクター）において主なリスク要因として認識されているものを念頭におくことは、
投資家の理解を得る上で有⽤である。その際、様々な機関が推奨する項⽬に沿って取り組むことは⽬的ではなく、むしろ⾃社の企業価値への影響を踏まえて⾃らが取り組むべき項
⽬を特定し、それを説明することが重要である。
11. ガバナンスに関しては、6.で掲げる事項を参照しつつ、企業が⾃らのビジネスモデルを実現するための戦略を着実に実⾏し、持続的に企業価値を⾼める⽅向での規律やインセンティブ
がはたらく仕組みとなっていることについて、投資家からの信認を得ることが重要である。
出所︓統合レポート 25ページ
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.2. 主要なステーク ホルダーとの関係性の維持
ステークホルダーとの対話
サステナビリティデータブック上にて、当社のス
テークホルダーを明⽰した上で、各ステークホル
ダーとの関係性や、コミュニケーション⼿段につ
いて記載している。

（価値協創ガイダンス）
12. ⾃らのビジネスモデルを持続させるためには、経営資源や無形資産の確保とともに、
ステークホルダー等との関係性〔2.2.2.〕を維持、強化することが必要である。特に
中⻑期的な視点に⽴てば、各ステークホルダーの利益相反を極⼩化して、相互
に共有できる利益を拡⼤するビジネスモデルを設計することが、当該企業の社会
的価値を盤⽯なものにする。
13. 投資家は、投資家以外のステークホルダー価値の創造が、投資家への持続可能
で安定的な価値提供にもつながるという考え⽅を持っており、企業が主要なステー
クホルダーとどのように向き合い（関係性）、ビジネスの仕組みや進め⽅に落とし
込んでいるのかに関⼼がある。
14. 企業は、⾃社の企業理念や社会との接点に対する認識〔1.〕を踏まえ、主要な
ステークホルダーとの関係性をどのように構築し、その維持のためにどのような⽅策を
とるのかを投資家に対して⽰すべきである。
出所︓サステナビリティデータブック 12ページ
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３．持続可能性・成⻑性

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

3.3. 事業環境の変化リスク
リスクと危機の管理体制/取り組み
統合レポート上で、主要リスクと重点取り組み
を⽰すとともに、危機発⽣時を含む推進体制
を⽰している。

（価値協創ガイダンス）
15. 企業を取り巻く事業環境は複雑化し、IoT（Internet of Things）により常に世界とつながっている状況や、国内事業においても海外とサプライチェーンを通じてつながっている状況
等が、事業活動への脅威となるリスク要因や不確実性を増加させ、考慮すべきリスクの範囲を拡⼤している。このようなリスクや不確実性をどのように認識し、それに対してどのように対
応するかということは、企業の持続可能性や成⻑性にとって重要である。
出所︓統合レポート 58ページ

9

4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

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
中期経営計画
2030年までに達成したい姿を中期経営計画で⽰し
ている。

事業領域の拡⼤
中⻑期ビジョン実現のため
には、活動領域を広げるこ
とが必要であることを明⽰し、
具体的な取り組みを統合
レポート上の特集において
記載している。

（価値協創ガイダンス）
05. 企業が戦略により達成すべき⽬標を⽰すとともに、それと整合的な形で経営資源等の確保・強化〔4.2.、4.3.〕、投資戦略・事業ポートフォリオ組替等の⽅策〔4.4.等〕を説明するこ
とは、投資家の理解を深める上で重要である。
07. 戦略において、企業がバリューチェーンにおける事業ポジションを維持するのか、新たなポジションに移⾏するのか、必要に応じて軸⾜を移すことが可能な仕組みを備えているかなどの概
略が⽰されることで、投資家は、⻑期的視点での投資判断に不可⽋な環境変化への耐性を理解し、企業のビジネスモデルと戦略をより適切に評価することが可能となる。
出所︓統合レポート 16ページ、20ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化
中期経営計画「K20」に紐づいた「利益ある成⻑2020戦
略」、「K２０推進プロジェクト」
「正道を歩む」を貫く、資産の最⼤活⽤、企業イメージ醸成、
社員・家族の健康維持など強化すべき事項を選定

「価値創造を⽀える資産」
⾃社の価値創造を⽀える資産として、研究開発、⼈材開発、
SCM、品質保証、会計財務の5つの基盤を位置付けるととも
に、推進体制（ガバナンス）も含めている。

（価値協創ガイダンス）
08. 企業の戦略において、競争優位の源泉となる経営資源や無形資産等〔2.2.1.〕を確保・強化するためにどのような投資を⾏い、それらをどのように活⽤して顧客に価値を提供し、持
続的な企業価値向上につなげていくかということは重要な要素である。
09. これらの概略とともに、その成果をどのような時間軸、⽅法で評価するのかについて、成果指標〔5.〕等と合わせて⽰すことは、投資家が企業の戦略と実⾏⼒を評価する上で重要であ
る。
10. 企業のバランスシートにおいて、多くの無形資産は資産として認識されず、中⻑期的な価値向上を⾒据えた無形資産への戦略投資は当期費⽤の⼀部として取り扱われる。また、こ
れらの情報は、必ずしも企業が戦略的に捉える要素ごと、あるいはビジネスモデルが前提とする事業領域やセクター（セグメント）ごとに⽰されておらず、投資家に利益を圧縮する⾮
効率な費⽤としてのみ認識されるおそれがある。設備・施設等資産として認識されている有形資産への投資についても、必ずしもビジネスモデルや戦略に関連づけて⽰されていない。
11. したがって、企業の中⻑期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容を定量的、定性的に⽰すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献
するか、評価の指標や⽅法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から⾒て、これらの投資（費⽤）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して「投資収益
率（Return on Investment）」の考え⽅が⽰されることは有⽤である。
12. また、重要な経営資源や無形資産等の喪失リスクが顕在化した場合への対応として、他の経営資源で補完するなど（有形・無形資産を他の有形・無形資産で補完するなど）の
次善策を⽰すことも投資家からの信任を得る上で重要である。
13. これらの経営資源や無形資産やそれらへの投資のあり⽅は、事業領域や産業（セクター）によって異なるが、以下で⽰す主要な要素（⼈的資本、技術、ブランド、組織、M&A）
に関する投資家との対話における考え⽅を参照し、⾃らの戦略の中に組み込むことも有益である。
出所︓決算説明会資料 23ページ、統合レポート 32ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化
「価値創造を⽀える資産」
前ページに記載した研究開発、⼈材開発、
SCM、品質保証、会計財務の5つの基盤のそ
れぞれについて、各担当者が具体的な取り組
みを紹介している。

出所︓統合レポート 36ページ、37ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込
注⼒すべき4つの社会的課題について、KPI管理
当社は、ESGの観点を含む社会的課題を解決することに対して、KPI
を持ち、進捗を管理している。SDGsへの寄与についても⽰している。

（価値協創ガイダンス）
41. 企業が経営課題として特定した ESG 等のリスク〔3.〕について、⾃社のリスクマネジメントの中でどのように管理し、影響緩和のための⽅策を戦略に組み込んでいるかは投資家にとって
重要な情報である。
42. 戦略においては、ESG 等の要素をリスク・脅威としてのみならず、新たな事業を⽣み出し、また、ビジネスモデルを強化する機会としてどのように位置づけているか、そのためにどのような
投資や資源配分を⾏っているのかを⽰すことも重要である。
43. 特にグローバルな事業活動を⾏う企業にとっては、「持続可能な開発⽬標（SDGs）」等で⽰される国際的な社会課題に対して、⾃社の企業価値の持続的向上がこれら課題の解
決にもつながるという「共有価値の創造（CSV）」の観点を念頭に置くことも重要である。例えば、SDGs 等で掲げられる⽬標について、企業の価値観〔1.〕に基づき、⾃社の活動の
社会・環境への影響の⼤きさや企業価値を⾼める戦略の観点から優先順位を付けて取り組むことが考えられる。
44. 国際的に認識されている社会課題に関する枠組みを参照することは、グローバルな投資家の理解を促進し、建設的な対話を進めるために有⽤である。また、このような検討や対話を
通じて、企業⾃⾝が意識していなかった⾃社の強みや価値を認識することも重要である。
出所︓統合レポート 25ページ
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4．戦略

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略
各事業ごとの取り組み
各事業ごとに、経営資源、資本配分に
関しての説明がされている。

（価値協創ガイダンス）
45. 有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分を最適化することにより、持続的な企業価値向上を実現することは、企業の経営者が⾏う重要な意思決定である。
46. 経営資源・資本配分を最適化するためには、⾃社のビジネスモデル〔2.〕においてそれぞれの投資がどのように中⻑期的な収益や企業価値向上に寄与するのか、それらをどのように評
価・モニタリングして投資判断を⾏うかといったことが重要となる。
47. 投資家にとって、個別の経営資源や無形資産への投資判断〔4.2.等〕のみならず、企業が全体戦略の中で事業ポートフォリオをどのように構築し、組み替えていくのか、それぞれの経
営資源や資産の関係性をどのように捉えているのかを理解することは重要である。
出所︓統合レポート 62ページ、63ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.1. 財務パフォーマンス

決算説明会資料上での説明
決算説明会資料上にて、財政状態、
経営成績及びキャッシュ・フローの状況
の分析が⾏われている。

（企業価値ガイダンス）
03. 企業の持続的な企業価値向上は、中⻑期的に資本コストを上回る財務パフォーマンス（キャッシュリターン）をあげることによって実現され、投資家はそうした価値創造に期待して⻑
期投資を⾏うことができる。
04. したがって、経営者がこれまでの⾃社の価値創造をどのように認識しているのか、また、企業価値向上に向けた戦略を実現する過程で⾜下の財政状態や経営成績をどのように分
析・評価しているのかということは、投資家にとって重要な情報である。
出所︓決算説明会資料 47ページ、48ページ、53ページ、54ﾍﾟｰｼﾞ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.2. 戦略の進捗を⽰す独⾃KPIの設定
実質売上⾼ CAGR+5%
中期経営計画において、為替変動の影響を除いた
実質売上⾼のCAGR（年平均成⻑率）+5%を独
⾃KPIとして開⽰している。

（企業価値ガイダンス）
09. 企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）を⽰すことは有益だが、それだけでは企業がそれを達成するためにどのような具体的⾏動を取るかが⾒えにくいため、投資
家にとって説得⼒ある KPI にはならない。
10. そのため、⾃社固有の戦略〔4.〕に沿って将来の経営計画を策定し、その進捗状況を検証するための定量・定性それぞれの企業独⾃の KPI を設定することが求められる。
11. また、KPI の変更は、重要な戦略の変更を⾏ったことと理解されるため、その理由を投資家に対し⽰すことが有益である。
出所︓統合レポート 16ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.3. 企業価値創造と独⾃KPIの接続による価値創造設計

（企業価値ガイダンス）
12. 企業独⾃の KPI を追求することで、企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）とのつながりが⾒えにくくなることがある。例えば、独⾃ KPI が細かすぎることで投資
家が理解しきれず、評価不能な情報となるおそれがある。
13. したがって、企業は、全体としての価値創造に関連するKPIを分解した結果が独⾃のKPIに結びつくように、または、独⾃の KPI を積み上げた結果が企業価値創造の KPI に接続す
るように KPI を設定し、組織全体として価値創造プロセスが実現するような設計を意識すべきである。
出所︓花王ホームページ投資家情報 決算説明会資料 29ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.4. 資本コストに対する認識
EVA経営
当社は、経営指標として資本コスト
を組み⼊れた指標であるEVAを導
⼊している。

（企業価値ガイダンス）
15. 全体の企業価値創造に関連する KPI が意識されるとともに、⾃社の投資判断においても資本コストを超過するリターンを求める意志が伝わることは投資家の評価を得る上で重要で
ある。
16. 資本コストは市場が期待する収益率であり、負債コストと株式コストの加重平均（WACC）といった考え⽅もあるが、絶対的な定義はない。企業は、資本コストを投資家との間の信
頼関係や期待等を反映した総合的なものとして認識し、これに対する考え⽅を⾃社の経済的価値・株主価値の創出状況の認識の中で⽰すことが重要である。
出所︓統合レポート 40ぺージ、花王ホームページ投資家情報 決算説明会資料 54ページ
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5．成果と重要な成果指標（KPI）

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

5.5. 企業価値創造の達成度評価

（価値協創ガイダンス）
17. KPI の設定後には、その達成状況を投資家に⽰すことが重要である。特に、達成できなかった場合においては、その理由を事業環境要因のみでなく、⾃社のビジネスモデル及び戦略
に照らし合わせて説明することが投資家の理解を得る上で重要である。
18. 企業にとって、そのような対話の積み重ねを通じて、事業環境要因に左右されにくい戦略の精緻化や⾼度化を図り、経営⼒を⾼めるための PDCA サイクルとしていくことは有益である。
投資家が、そのような企業との対話を通じてKPIやその背景となる戦略を理解することは、企業に対する信頼を⾼めるためにも重要である。
出所︓花王ホームページ投資家情報 決算説明会資料 24ページ、28ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続
ガバナンスの基本的な考え⽅等
ガバナンス強化に努めてきた当社の
取り組みを⽰すとともに、取締役会
を含むガバナンス体制について説明
している。

（価値協創ガイダンス）
03. 投資家は、⼀連の企業⾏動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能なものであるかを投資判断に必要な情報としている。企業が戦略を実⾏する上での課題解決にふさわしい経
営陣や取締役が適時・適切に選任され、成果に応じた評価がなされているか、また、そのような仕組みが組織として継続的に確保できるかということを重視している。
04. 企業には、経営⽅針や優先する経営課題を投資家と共有するとともに、その課題解決および実⾏に最もふさわしい経営陣の資質及びそのような経営者を選任・育成するための後
継者計画（サクセッション・プラン）を⽰すとともに、取締役会がそのような仕組みを持続的に確保できることを⽰すことが求められる。
出所︓統合レポート 46ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.2. 社⻑、経営陣のスキルおよび多様性

（価値協創ガイダンス）
05. 投資家は、業務執⾏を担う経営陣（企業の経営判断を担う社⻑・CEO、業務執⾏取締役、執⾏役・執⾏役員その他重要な使⽤⼈）が、求められる資質や能⼒を備えているこ
と、そして意思決定した事項を着実に実⾏することを求めている。さらに、取締役会や経営陣全体としての機能を発揮するため、属性や経験、能⼒等の多様性（ダイバーシティ）が
確保されていること、透明性・合理性の⾼い意思決定を⾏う仕組みが担保されていることを重視している。
06. 企業には、これらに関する⾃社の考え⽅を明確にしつつ、投資家との対話からの⽰唆も活⽤して、情報提供を⾏うことが求められる。
出所︓コーポレートガバナンス報告書 4ページ、招集通知 9〜12ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.3. 社外役員のスキルおよび多様性

社外役員
コーポレートガバナンス報告書にて独⽴役員を選
コーポレートガバナンス報告書上で独⽴役員を選
任した理由を開⽰するとともに、報告書からリンク
する形で、社外役員の独⽴性に関する基準も明
記している。

（価値協創ガイダンス）
07. 投資家は、主として業務執⾏に対する監督の役割を担う社外役員（社外取締役等）に対して、⼀般株主の利益を確保する観点から、独⽴した客観的な⽴場とその意思を有し
ていることを前提条件として求めている。さらに、個々の社外役員が業務執⾏を担う経営陣等と対等の議論をするに⼗分な能⼒や、経験を有しており、また、社外役員全体として多
様性が確保されることで、⼀般株主との利益相反の監督のために活動・貢献することを求めている。
08. 企業には、社外役員の経歴や属性、実際に果たした役割等に関する情報を⽰すとともに、必要に応じて社外取締役等が投資家への情報発信や対話を⾏うなど積極的な対応が求
められる。
出所︓コーポレートガバナンスに関する報告書 4ページ、当社ホームページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.4. 戦略的意思決定の監督・評価

コーポレートガバナンス体制
監査役会設置会社の枠組みの中で、役員の
選任や報酬に関する委員会の設置により監
督機能の強化を図っている。
取締役会において、経営戦略など中⻑期的
な⽅向性を多⾯的に審議・決定を⾏い、その
執⾏については経営会議に幅広く権限委譲
することで執⾏の意思決定・経営の迅速化を
図っており、取締役会に報告することで、適切
な監督を⾏っている。

2018年3⽉現在
（価値協創ガイダンス）
09. 投資家は、⼗分なスキルおよび多様性を備えた取締役、特に社外取締役等が、⾃らに代わって業務執⾏を担う経営陣の戦略的意思決定を適切に監督・評価（モニタリング）する
ことを求めている。企業にはその仕組みとモニタリングの結果を投資家に⽰していくことが求められる。
出所︓コーポレートガバナンスに関する報告書
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.5. 利益分配の⽅針

トップメッセージ
トップメッセージにおいて、増配につい
て強いコミットメントを表明している。

執⾏役員メッセージ
会計財務部⾨統括の執⾏役員より、
さらに詳細な考え⽅が述べられている。

（価値協創ガイダンス）
10. 投資家にとって、企業の利益分配は最も確実な収益の源泉であり、その⽅針は投資判断における重要な情報である。企業には、利益分配の⽅針を投資家に⽰すことが求められる。
出所︓統合レポート 15ページ、41ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

6.6. 役員報酬制度の設計と結果

取締役、監査役、執⾏役員の報酬制度
社外取締役を除く取締役、執⾏役員の報酬につ
いては、基本報酬、賞与、業績連動型株式報酬
の3つから構成されていること、また、業績連動型
株式報酬が中期経営計画の業績⽬標の達成度
等に応じて交付される部分がある点を⽰している。

（価値協創ガイダンス）
11. 投資家は、役員報酬の⾦額⾃体よりも、役員報酬が企業の経営戦略や業績とどのように連動しているのか、また、経営⽅針や責任と整合的かといった制度設計の考え⽅を確認し、
企業評価において考慮する。
12. 企業には、成果や KPI〔5.〕との関連性を含め、報酬に関する制度設計の考え⽅を⽰すことが求められる。また、役員報酬と企業価値向上への寄与について投資家の理解と信任を
得られるよう努めることが重要である。
出所︓統合レポート 50ページ、51ページ
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6．ガバナンス

価値観

ビジネスモデル

6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題

持続可能性・
成⻑性

戦略

成果と重要な
成果指標

ガバナンス

（KPI)

取締役会・監査役会の実効性評価
1年に1回取締役会において全取締
役及び監査役による取締役会の実
⾏性評価を実施。
監査役も株主に選任された役員とし
て、株主に対する責任を果たすため、
毎年1回監査の実効性についての評
価を実施。

（価値協創ガイダンス）
13. 投資家は、取締役会が⾃らの意思決定の責任を負い、実効性あるものとなっているかを客観的に評価することを求めている。企業には、その評価の結果や改善に向けて取り組むべき
優先課題を投資家に⽰すことが求められる。
出所︓統合レポート 47ページ
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Ⅰ. 価値協創ガイダンスの背景・目的
～ガイダンスの必要性～
企業の「稼ぐ力」を高め、持続的な企業価値向上を促す観点から、コーポレートガバナンス
改革と企業と投資家との対話の質向上に向けた施策を実施。

インベストメント・チェーン、これまでの主な取組

伊藤レポートからの流れ
「伊藤レポート」

価値協創ガイダンス
（ 「伊藤レポート2.0」）



2013年7月開始、2014年8月に公開



「持続的低収益性」のパラドックス、長期投資家不在の「資産運用
後進国」日本、企業と投資家の対話欠如がもたらす悪循環に対して
問題提起と現状の整理を実施



イノベーションの創出と高収益の同時実現、インベストメント・
チェーンの全体最適化、高質の対話を追求する「対話先進国」
を提言・推奨



2017年5月に公開 ※伊藤レポート2.0は同年10月公開



企業が中長期的な企業価値を高めるための戦略的な投資のあり方、
投資家が長期的な視野から企業を評価する方法、そして企業の情報
開示や投資家との対話のあり方を提示



企業価値向上に向けて、企業経営者と投資家が対話を行い、経営
戦略や非財務情報等の開示やそれらを評価する際の手引となるガイ
ダンス（指針）
３

Ⅰ. 価値協創ガイダンスの背景・目的
～価値協創ガイダンスとは～
「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。

企業と投資家を繋ぐ「共通言語」として
“企業経営者”の手引き

“投資家“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、
投資家が、中長期的な観点から企業を評価し、投資判断や
ガバナンス等を統合的に投資家に伝えるための手引
スチュワードシップ活動に役立てるための手引

企業と投資家による自主的・自発的な取組を促進

価値協創ガイダンスに期待される役割と利用方法
期待される役割

企業経営者

 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
利用方法
 本ガイダンスを基に、自社の開示を棚卸し、記載のないものについて今
後の方針を検討する。
 本ガイダンスに沿って、開示のみではなく自社の経営そのものの実態も
含め、社内での対話に利用する。
期待される役割

投資家

 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
利用方法
 企業との対話に際して、価値協創に関する概括的な共通理解を得る
ための見取り図として使用する。
 ガイダンスにおいて重視している部分を明示することで、自らの投資スタ
ンスを明らかにするための手段とする。
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Ⅰ. 価値協創ガイダンスの背景・目的
～価値協創ガイダンスをめぐる「３つの誤解」～

誤解①
「価値協創ガイダンス」は開
示のためのガイダンスであ
り、企業に更なる開示を強
いるものである。
本ガイダンスの事項は、追加的な開示要請ではなく、企業が伝える
べき情報の全体像を体系的、統合的に整理するための手段である。

誤解②
「価値協創ガイダンス」に記
載された項目を、その順番
通りに、網羅的に開示しな
ければならない。
企業の価値創造プロセスは各社固有のものであるため、ガイダンス
の項目を形式的、固定的なものと捉えない。本ガイダンスの各項
目を示す順番や内容は、各社の状況や目的等に応じて柔軟に設
定する。

誤解③
「価値協創ガイダンス」に即
した開示がなければ、企業
と投資家の対話はできない。
投資家やアナリストは、企業側から本ガイダンスの項目が一方的に
開示・説明されることを待つことをせず、企業との情報・認識ギャッ
プを埋めていくために本ガイダンスを参照して企業と対話を行い、自
らの投資判断等に必要な情報を把握する。
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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

1.1. 企業理念と 経
営のビジョン

1.2. 社会との接点

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

3.3. 事業環境の変化リスク

3.2. 主要なステーク ホル
ダーとの関係性の維持

3.1. ESGに対する認識

事業環境、外部環境への認識

持続可能性・
成長性

6.7. 取締役会の実効性評
価のプロセスと経営課題

6.6. 役員報酬制度の設計
と結果

6.5. 利益分配の方針

6.4. 戦略的意思決定の
監督・評価

6.3. 社外役員のスキル
および多様性

6.2. 社長、経営陣のスキル
および多様性

6.1. 経営課題解決にふさ
わしい取締役会の持
続性

ガバナンス

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

鎖（チェーン）・・・企業価値の構成要素間をつなぐもの

5.5. 企業価値創造の達成
度評価

5.4. 資本コストに対する
認識

5.3. 企業価値創造と独自
KPIの接続による価値
創造設計

5.2. 戦略の進捗を示す
独自KPIの設定

5.1.2. 経済的価値・ 株
主価値の創出状況

5.1.1. 財政状態及び 経
営成績の 分析
(MD&A等)

5.1 財務パフォーマンス

成果と重要な
成果指標（ＫＰＩ）

事業環境、外部
環境への認識

4.4.2. 無形資産の測定と
投資戦略 の評価・
モニタリング

4.4.1.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. 経営資源・資本配分
（キャピタル・アロケーション）
戦略

4.3. ESG・グローバルな
社会課題（SDGs
等）の戦略への組込

4.2.5. 成長加速の時間を
短縮する方策

4.2.4. 企業内外の組織づくり

4.2.3. ブランド・顧客基盤
構築

4.2.2.2. IT・ソフトウェア投資

4.2.2.1. 研究開発投資

4.2.2. 技術（知的資
本）への投資

4.2.1. 人的資本への投資

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

戦略

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。

2.2.3. 収益構造・牽引
要素（ドライバー）

2.2.2. 競争優位を支える
ステークホルダーとの
関係

2.2.1. 競争優位の源泉と
なる 経営資源・無
形資産

2.2. 競争優位を確保する
ために不可欠な要素

2.1.2. 差別化要素及び
その持続性

ビジネスモデル

価値観

Ⅱ.価値協創ガイダンスの解説～価値協創ガイダンスの全体像

６

価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略
（KPI)

成果と重要な
成果指標
ガバナンス

等

４．戦略

&
５．成果と重要な成果指標（KPI)

将来像の体現に向けた基本となる考え方

目指すべき方向性・戦略の企業固有の判断軸

他社にない存在意義の確立

どのように ２．ビジネスモデル や ４．戦略 に落とし込んでいくのか提示

経営課題や事業機会として捉えている「社会課題」の提示

1.2. 社会との接点

企業理念、企業文化
企業の価値観

ビジネスモデル、事業

経営判断

（経営者が描く将来像）

経営ビジョン

社会課題における事業機会の発掘

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

経営課題や事業機会
となる社会課題を特定

社会課題

社会

「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

投資家

「価値観」とビジネスモデル
とのつながりを提示

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。

Ⅱ.価値協創ガイダンスの解説
１．価値観
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価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略
（KPI)

成果と重要な
成果指標
ガバナンス

企業の価値観〔1.〕を事業化する設計図として提示

付加価値連鎖（バリューチェーン）/競争環境

競争優位性

企業による脅威・リスク（安定的確保、喪失）の認識、対処

2.2.3. 収益構造・牽引要素（ドライバー）

2.2.2. 競争優位を支えるステークホルダーとの関係

2.2.1. 競争優位の源泉となる経営資源・無形資産

ビジネスモデル
の持続可能性

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

…

2.1.2. 差別化要素及びその持続性

2.2. 競争優位を確保するために不可欠な要素

…

2.1.1. 付加価値連鎖における位置づけ

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. 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し、持続的な企業価値向上につなげる仕組み

２．ビジネスモデル

１．価値観

ステークホルダー
（顧客 等）
持続的な企業価値の向上、
キャッシュフローの創出

事業による
価値の提供

社会

「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

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」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（青写真）である。

Ⅱ.価値協創ガイダンスの解説
２．ビジネスモデル
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価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略
（KPI)

成果と重要な
成果指標
ガバナンス

3.3.3. クロスボーダーリスク

重要な事業機会の創出、持続的な競争優位の創造

２．ビジネスモデル の持続性、４．戦略 の実現可能性に繋がる指標

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

複雑化する事業環境下で持続可能性や成長性に影響するリスクや不確実性

3.3. 事業環境の変化リスク

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

3.2. 主要なステークホルダーとの関係性の維持

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「中長期的なリスク要因」を示す指標

3.1. ESGに対する認識

長期的な視点のもとで持続的な価値創造と成長を支える要素

３．持続可能性・成長性

２．ビジネスモデル

ビジネスモデルの支え

ステークホルダーと
関係性を構築・
維持、価値の創造

ステークホルダー
（顧客 等）

社会

中長期的視点から、ESG等に基づいて
持続可能性上の重要性等を評価

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・成長性」に影響するESG等
の要素を提示

「持続可能性・成長性」は、明確なビジネスモデル〔2.〕に加え、企業として成長しつつ、
持続的な価値創造を実現するために求められる要素である。

Ⅱ.価値協創ガイダンスの解説
３．持続可能性・成長性
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価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略
（KPI)

成果と重要な
成果指標
ガバナンス

経営資源等の確保・強化

投資戦略・事業ポートフォリオ組替

4.2.5. 成長加速の時間を短縮する方策

4.2.2. 技術（知的資本）への投資

有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分の最適化

4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略

３．持続可能性・成長性 に関するリスクマネジメント等の戦略への組込み

4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込

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

4.2.1. 人的資本への投資

経営資源や無形資産等の確保・強化に向けた投資

4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化

達成すべき目標の提示

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

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

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．戦略

２．ビジネスモデル ５．成果と重要な成果指標（KPI)

ステークホルダーと
関係性を構築・
維持、価値の創造

ステークホルダー
（顧客 等）

社会

ビジネスモデルと戦略を評価、
長期的視点での投資判断に利用

投資家

成長性に繋がる「戦略」を提示

「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。

Ⅱ.価値協創ガイダンスの解説
４．戦略
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価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略
（KPI)

成果と重要な
成果指標
ガバナンス

４．戦略

KPIに基づく達成度の評価
5.5. 企業価値創造の達成度評価

企業価値の創出

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

４．戦略 に沿った経営計画の進捗の提示

5.2. 戦略の進捗を示す独自KPIの設定

企業価値向上における道標、達成度を測る尺度

企業価値向上を支える財務パフォーマンスの提示

5.1 財務パフォーマンス

創出した経済的価値を測る尺度

精緻化・高度化

４．戦略 の

超過リターンを
追求しているか

投資家の期待値を
適切に認識しているか

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

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

５．成果と重要な成果指標（KPI)

１．価値観

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

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

「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。

Ⅱ.価値協創ガイダンスの解説
５．成果と重要な成果指標（KPI)
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価値観

ビジネスモデル

持続可能性・
成長性

戦略
（KPI)

成果と重要な
成果指標
ガバナンス

経営戦略・業績との連動性、
経営方針・責任との整合性

6.6. 役員報酬制度の設計と結果

投資家に対する利益配分

6.5. 利益分配の方針

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）

6.4. 戦略的意思決定の監督・評価

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

6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題

成果、利益の創出

戦略の実行
４．戦略

必要な資質・能力、多様性の確保

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

6.3. 社外役員のスキルおよび多様性

6.2. 社長、経営陣のスキルおよび多様性

一連の企業行動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能であるかの提示

6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続性

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

６．ガバナンス

２．ビジネスモデル ４．戦略

投資判断、実効性の評価

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

「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。

Ⅱ.価値協創ガイダンスの解説
６．ガバナンス
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価値協創のための統合的開示・
対話ガイダンス
- ESG・非財務情報と無形資産投資 -

（価値協創ガイダンス）

2017 年 5 月 29 日
経済産業省

背景
【日本再興戦略】
本ガイダンスは、経済産業省に設置された「持続的成長に向けた長期投資（ESG・無形資産投資）
研究会」における検討に基づいて策定された。
同研究会は、政府の成長戦略「日本再興戦略 2016」において、コーポレートガバナンス改革の一環
として、持続的な企業価値向上と中長期投資を促進する方策を検討するための場として設置された。
具体的には「持続的な企業価値を生み出す企業経営・投資の在り方やそれを評価する方法について、
長期的な経営戦略に基づき人的資本、知的資本、製造資本等への投資の最適化を促すガバナンスの
仕組みや経営者の投資判断と投資家の評価の在り方、情報提供の在り方について検討を進め、投資
の最適化等を促す政策対応」を検討することが掲げられており、同研究会では 2016 年 8 月から 9 回に
わたり議論が行われてきた。

【ガバナンス改革と持続的な企業価値向上】
今我が国では、喫緊の課題としてコーポレートガバナンス改革が進められている。なぜガバナンス改革な
のか。その背景には、四半世紀にわたって我が国企業の事業収益性や資本生産性が低迷し（「持続
的低収益性」）、将来の企業価値を表す株価水準も低迷を続けてきたことがある。
また、この間、間接金融への依存が長く続いたこととも相まって、企業と資本市場・投資家との関係も
必ずしも緊密なものとは言えなかった。企業側には、投資家は企業が大事にする理念や価値観に目を
向けず、短期的な財務数値ばかり追いかけ、自らの要求のみを主張しているとの声があった。投資家は
企業を選べるが企業は投資家を選ぶことができないといった不満も存在した。
一方、投資家側は、企業経営者は投資家が関心を持つ指標にこだわった経営を実践しない、あるい
は経営者は投資家との面談で指標・数値を約束しても自社の中でそれを一貫性を持って展開しない
（「ダブルスタンダード経営」）といった印象を長く持ち続けた。
こうした状況を克服するため、2013 年 7 月から「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投
資家の望ましい関係構築～」プロジェクトが開始され、2014 年 8 月に最終報告（「伊藤レポート」）が
公表された。同レポートは、「稼ぐ力」や資本生産性の向上の必要性、企業と投資家の「協創的な関係」
を促進する「建設的な対話・エンゲージメント」の重要性、そしてそれらを通じた中長期的な成長と企業
価値の持続的向上に向けた方策を提言した。
制度・環境面についても、会社法改正や「二つのコード（スチュワードシップ・コード及びコーポレートガ
バナンス・コード）」の制定、ガバナンス関連の税制改正等が次々に実施された。

【共通言語としての「指針」の必要性】
こうした一連の取り組みによって、企業や投資家の意識改革が進んでいることは間違いない。しかし、そ
れが具体的な実務を動かし、改革の方向に沿って浸透しない限り、その果実を得ることは難しい。今後
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はこうした改革の機運が一層高まり、その精神を理解した企業と投資家による自主的・自発的な取組が
漸進的に進むことが期待される。しかし、日本が長く置かれた深刻な状況に鑑みれば、そうした漸進的な
歩みとともに、加速度的に実務が「点」ではなく「面」として改革されることも重要である。
とはいえ、さらに「制度」を積み重ね、義務づけることは、実務の健全な発展を阻害する恐れもある。こ
うした流れを加速するためには、二つのコードで求められる企業と投資家のコーポレートガバナンス責任や
スチュワードシップ責任を果たすための対話のあり方、その前提としての情報開示のあり方の拠り所となる
ような枠組み、言わば「共通言語」が必要となる。
本ガイダンスは、同研究会におけるこのような問題意識を背景に、企業と投資家との間の対話や情報
開示の質を高めるための基本的な枠組みを提示し、自主的・自発的な取組の「指針」となることを期待
して作成・提案されたものである。

本ガイダンスに期待される役割
本ガイダンスは、企業と投資家が情報開示や対話を通じて互いの理解を深め、持続的な価値協創に
向けた行動を促すことを目的としている。その観点から、本ガイダンスには、以下のような機能を果たすこと
が期待される。

【企業経営者の手引として】
第一に、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
伝えるための手引である。直接的には企業の情報開示や投資家との対話の質を高めることが目的では
あるが、それを通じて、経営者が企業価値創造に向けた自社の経営のあり方を整理し、振り返り、更な
る行動に結びつけていくことが期待される。
企業の価値創造プロセスは各社固有のものであり、本ガイダンスの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が期待される。したがって、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している。
また、本ガイダンスで示す事項は、制度的に求められる義務的開示やコーポレートガバナンス・コードの
諸原則、さらには企業が自主的に行ってきた任意開示等と独立した追加的なものとして捉えることは適
切ではない。むしろ、本ガイダンスを企業が伝えるべき情報の全体像を体系的・統合的に整理するための
手段として捉えた上で、それぞれの開示要求や対話の場面に応じた情報提供を行うことが期待される。

【投資家の手引として】
第二に、投資家が、中長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
るための手引である。資本市場には様々な投資家が存在するが、本ガイダンスが念頭に置くのは、持続
的な企業価値向上に関心を持つ機関投資家や個人投資家である。投資家やアナリストは、企業側か
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ら本ガイダンスの項目が一方的に開示・説明されることを待つのでなく、企業との情報・認識ギャップを埋
めていくために本ガイダンスを参照して企業と対話を行い、自らの投資判断等に必要な情報を把握するこ
とが期待される。
本ガイダンスは、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすために行う投資先企業の状況把握や
対話・エンゲージメント等を実施するための枠組みとして活用されることも想定している。機関投資家が自
らスチュワードシップ活動を行う場合はもちろん、アセットオーナーと運用機関との対話に活用することも期
待される。

【使われ、進化する共通言語として】
本ガイダンスが企業の情報開示や投資家との対話の質を高めるための「共通言語」として機能するた
めには、これが有効に使われ、実務を通じてより用いられるものにしていくことが必要である。
今回提示するガイダンスは対話充実に向けた出発点であり、今後、企業による優良事例や投資家の
評価実態等を把握・分析しつつ、より良い内容や活用方法を模索し不断の見直しを行っていくことも重
要である。その際、開示や対話といった手段が目的化することなく、企業の持続的な価値創造、それに
向けた企業と投資家の協創がいかに達成されるかということに常に焦点が当てられることが必要である。
本ガイダンスの策定に当たっては、国際的な議論や関連する枠組み等も考慮している。日本企業の
活動や株主構成がグローバル化する中、今後、本ガイダンスを有効活用するにあたって、内外のステーク
ホルダーからのフィードバックを得ていくことも重要である。
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5

＜本ガイダンスの全体像＞

１. 価値観
01. 企業が、社会における課題の解決を事業機会として捉え、かつ、グローバル競争の中で継続的に競争
優位性を追求しながら他社にない存在意義を確立していく上で、企業理念やビジョン等の価値観は、自
社の進むべき方向や戦略を決定する際の自社固有の判断軸となる。
02. 企業は、社会における自社の存在意義を支えてきた企業理念や社訓から本質的な部分を抽出して、
現状維持に安住せず長期を見据え将来志向で時代に適応しながら社会に価値を提供することができる。
企業理念やビジョン等を明確に意識することは、ベンチャー企業等の新興企業が社会に価値を提供し、
成長していく上でも重要である。
03. 企業文化は、企業で働く人々が無意識又は暗黙のうちに選ぶ業務のプロセスや優先順位の中に表れて
くる価値観である。経営者が企業理念やビジョンを明確に示し、浸透させることで、一人一人の行動を支
える企業文化を醸成し、ときには陳腐化や時代にそぐわない部分を見直し、あるべき方向へ導くことも重
要な経営課題であろう。
04. 長期的視野に立つ投資家にとって、企業理念やビジョン、企業文化等の価値観を知ることは、当該企
業固有の判断軸を理解することであり、また、企業の実行力やビジネスモデルの実現可能性を判断する
上で重要な要素である。企業が自社の価値観とビジネスモデル〔2.〕とのつながりを示すことは、投資家が
企業価値を適切に評価するための出発点となる。

1.1.

企業理念と経営のビジョン

05. 企業は、自らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を示し、どのような事業を通じて、
また、どのような仕組みや方法によって、それを体現するのか、基本的な考え方を示すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、目指すべき方向性や優先して取り組む
課題を示すことも有益である。
07. 投資家は、企業の目指すべき方向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI
（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を踏まえた実施計画〔5.〕等
を適切に評価することができる。
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1.2.

社会との接点

08. 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって自社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな
事業機会にもなり得る。自社の理念やビジョンに基づいて、どの社会課題を経営課題、事業機会として
特定し、どのようにビジネスモデル〔2.〕、戦略〔4.〕に落とし込んでいくのかということは、企業の存在意義に
も関わる重要な経営判断である。
09. 投資家が長期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどのように社会課題を自らのビジネスモデ
ル〔2.〕に落とし込むのか、競争優位性と他社にない存在意義とのつながりを理解することは重要な要素
である。
10. 企業が、自らの経営課題、事業機会として捉えるべき社会課題を特定するに当たっては、株主、従業
員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性〔2.2.2.〕、国際的な共通の社会課題
として特定されている「持続可能な開発目標（SDGs）」等を視野に入れた国際社会における受容性
を踏まえて考えていくことも有益である。
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２. ビジネスモデル
01. ビジネスモデルとは、企業が事業を行うことで、顧客や社会に価値を提供し、それを持続的な企業価値
向上につなげていく仕組みである。具体的には、有形・無形の経営資源を投入して製品やサービスをつく
り、その付加価値に見合った価格で顧客に提供する一連の流れを指す。
02. ビジネスモデルは、単なる「事業の概要」や「儲けの構造」ではない。「モデル」となるのは、競争優位性を
確立し、その状態を保つための仕組みや方法が、企業の価値観〔1.〕を事業化する設計図（青写真）
として描かれるからである。したがって、「ビジネスモデルがある」とは、中長期で見たときに成長率、利益率、
資本生産性等が比較対象企業よりも高い水準であることである。
03. 投資家にとってビジネスモデルとは、企業が事業として何をしているのか、どのような市場、事業領域で競
争優位性を保ち、バリューチェーン（価値を生み出す一連の流れ）の中で重要な位置を占めているのか、
事業を通じてどのような価値を提供し、結果としてそれをどのように持続的なキャッシュフロー創出に結びつ
けるのかを示すものであり、企業の持続的な収益力すなわち「稼ぐ力」を評価する上で最も重要な見取
図である。
04. 企業価値向上に関心を持つ投資家の端的な問いは、グローバル競争においてその企業が本当に勝てる
のかということである。そのような視点で投資家がビジネスモデルの実現可能性を評価するには、それが前
提とする市場の競争環境、競争優位を確保する上で不可欠な経営資源やステークホルダーとの関係、
主な収益源や収益構造等を理解する必要がある。その中で、投資家は、持続的な企業価値向上を牽
引する要素（ドライバー）を把握しようとする。
05. 企業は、情報開示や投資家との対話において、以下で示す項目を含め自らのビジネスモデルにとって重
要な要素を最も端的に示すように関連付け、価値創造ストーリーとして伝えるべきである。特に、企業が
複数の異なる事業を営む場合は、主な事業のビジネスモデルとともに、それらの事業選択の判断及び全
体としてどのようなビジネスモデルと捉えているのか考え方を示すことが重要である。

2.1.

市場勢力図における位置づけ

06. ビジネスモデルを理解し、その実現可能性を評価するためには、ビジネスモデルが前提とする主な市場の
付加価値連鎖（バリューチェーン）と競争環境、その中における自社の立ち位置、競争優位をもたらす
差別化要素等を把握することが必要である。
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07. 企業が自らの認識を示し、投資家との対話等を通じて、投資家の認識や仮説とのずれを確認することは、
自らのビジネスモデルや戦略〔4.〕を見直す契機として重要である。特に、様々な企業を比較評価する投
資家から見て、自社が差別化要素として考えているものが、競争優位性を持つと評価されているかどうか
を知ることは有益である。

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
08. 付加価値連鎖（バリューチェーン）の上流から下流までの各段階を担う事業者の中で、自社がどのよう
な付加価値を提供するかは、ビジネスモデルの中核となる部分である。
09. 投資家は、バリューチェーンの中で誰が最も大きな付加価値または決定的な付加価値をもたらし、バリュ
ーチェーンの方向付けをしようとしているのか、その中で当該企業の影響力、主導権はどの程度で、それを
増す方法はあるのかなどを理解しようとしている。
10. これらについて企業がどのように認識しているのか、考え方の概略が示されることで投資家の理解が深まる
ことが期待される。この際、投資家に対しては製品・サービスの細かなスペックを説明するのではなく、それ
がなぜ市場・顧客に受け入れられるのかという点を伝えることが重要である。
11. また、事業者向けの製品・サービスを提供する企業においては、直接の取引相手である顧客だけでなく、
バリューチェーン上の最終顧客とそのニーズをどのように把握し、それに対して自社がどのような付加価値を
提供するかを示すことは、投資家の理解を深める上で有益である。

2.1.2. 差別化要素及びその持続性
12. 市場の変化や競合による脅威の中で、企業が競争優位性を確保し、それを持続させるためには、自社
のビジネスモデルに競合との差別化要素があることが重要である。
13. 投資家が企業のビジネスモデルを評価するため、市場における競合の有無、競合との優劣関係、その状
況の将来見込み、特に競合との差別化要素についての情報が示されることが求められる。この際、投資
家が必要とするのは、ビジネスモデルを適切に理解するための概略であり、競争上不利になるような機密
情報等を求めるものではないことを企業が理解することは重要である。

2.2.

競争優位を確保するために不可欠な要素

14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要
なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を行い、効率性を高めていく
ことは、ビジネスモデルの持続可能性を支えるものである。
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15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識
し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維持・強化しようとしているの
かを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最大の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかっ
たり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように認識し、対処しようとしてい
るのかは、重要な情報である。

2.2.1. 競争優位の源泉となる経営資源・無形資産
17. 競争優位を維持し、持続的に価値を高めている企業には、顧客に他では得られない価値を提供するた
めに不可欠であり、競合他社が容易に獲得、模倣できない経営資源や有形・無形の資産がある。企業
の競争力や持続的な収益力、すなわち「稼ぐ力」を決定づける要素が、施設・設備等を量的に拡大する
ことではなく、人的資本や技術・ノウハウ、知的財産等を確保・強化することになる中、企業経営者や投
資家にとって財務諸表に明示的に表れない無形資産の価値を適切に評価する重要性が増している。
18. 企業は、自社のビジネスモデルの競争優位性を維持するために不可欠な経営資源や無形資産を特定
し、それらを開発、強化するためにどのような投資（獲得、資源配分、育成等）を行う必要があるのかに
ついて、戦略〔4.〕と合わせて示すべきである。そして、それらがどのように価値創造や持続的な収益力に
つながるのか、企業価値への貢献度や投資効率をどのような時間軸、方法で評価しているのかについて、
成果（パフォーマンス）・重要な成果指標（KPI）〔5.〕と合わせ、できる限り客観的な事実に基づき統
合的に伝えることは、投資家の適切な企業評価を促すことにつながる。
19. これらの経営資源や無形資産は、企業固有の価値創造ストーリーの中で位置づけられるべきものであり、
一律の形式的指標等で評価すべきものではないが、前提とする事業領域や産業（セクター）において
重要と認識されている競争軸を念頭において自社の優位性を語ることは、投資家の理解を得る上で有
用である。
20. この際、これらの経営資源や無形資産等の確保が困難になる、侵害される、優位性を失う、消失すると
いったリスクを企業がどのように認識し、対応しようとしているかを示すことが重要である。ESG に関する要
素等、ビジネスモデルの持続可能性〔3.〕におけるリスク要因と合わせ、企業の競争優位や価値創造へ
の影響と対応策を投資家が適切に認識することは、長期的な投資判断やスチュワードシップ活動を行う
上で重要な要素である。
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2.2.2. 競争優位を支えるステークホルダーとの関係
21. 企業が競争優位を維持し、ビジネスモデルを実現するために、バリューチェーンにおける取引先、共同研
究や共同事業を行うパートナー、顧客、地域社会、公的機関等、企業を取り巻く（外部の）ステーク
ホルダー（利害関係者）と生産的な関係を築くことは不可欠な要素である。企業は、自社の価値観に
基づいて、これらの関係性をどうあるべきと考え、それを戦略的にどのように構築しているのかを示すべきで
ある。
22. また、ビジネスモデルの持続可能性〔3.〕を評価する上でも様々なステークホルダーとの関係性は重要な
情報である。長期投資家が求める ESG 情報の多くは、企業が社会との関係をどのように価値創造にお
けるリスクや事業機会として捉え、戦略的に行動しているのかということに関わるものであり、この点を統合
的に伝えることは投資家と認識を共有する上でも重要である。
23. さらに、例えば、契約や取引関係である程度固定化されている関係者だけでなく、モチベーションや共感
によって関わっている協力者、支援者として重要な役割を担っているステークホルダーがいる場合、その関
係性を保つための求心力はどのように維持されているのかを示すことも投資家にとって有益である。

2.2.3. 収益構造・牽引要素（ドライバー）
24. 投資家が企業のビジネスモデルを理解する際には、どのような要素（ドライバー）が収益を生み出し、売
上高や利益等の財務数値を牽引してきたか、また、将来にわたってそれらの要素が有効かといった点に注
目している。これらは企業が投資家と対話する際の共通言語となるものである。
25. 投資家は、利益や企業価値に結びつく要素を様々な切り口で捉えようとしている。例えば、成長性に関
連する要素（市場、需要動向、利便性のブレークスルー等の「成長ドライバー」）、供給能力を規定す
る要素（生産能力、人員、研究開発、技術等の「供給力ドライバー」）、利益率に関係する要素（価
格決定力、コスト管理能力、固定・変動費構造等の「マージンドライバー」）といった切り口、あるいは企
業の内部と外部にある要素（内部ドライバー、外部ドライバー）といった切り口で、企業の生産量拡大、
付加価値向上による製品価格の上昇、コスト低下等を評価している。
26. したがって、企業が自社のビジネスモデルの収益構造を説明し、投資家との対話を行う際には、このような
切り口も念頭に置いて、自社の戦略〔4.〕と財務数値・KPI〔5.〕等のデータを関連づけることが有益であ
る。
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３. 持続可能性・成長性
01. 企業が持続的に価値を高めていくためには、明確なビジネスモデルが存在することに加え、それが持続可
能であること（サステナビリティ）、さらには持続するだけでなく成長性を持つものであることが求められる。
そのためにはまず自社のビジネスモデルを持続・成長させる上で脅威となり得る要素は何かを把握する必
要がある。
02. 脅威は企業にとってのリスク要因であるが、重要な事業機会でもあり、それを克服することで持続的な競
争優位につなげることもできる。ビジネスモデルの持続可能性は、単なる継続ではなく、それを適宜変化さ
せることによって可能になる。
03. ビジネスモデルを持続させる上での最も大きな脅威は、その中核となる経営資源・無形資産やステークホ
ルダーとの関係を確保、維持できなくなることである。特に、長期的な視点に立てば、企業の存続の前提
となる社会との関係性や社会の受容性をどのように捉え、どのように維持し、社会に価値を提供し、企業
価値につなげていくのかが重要になる。
04. 長期的な視野に立つ投資家が、ESG（Environment（環境）、Social（社会）、Governance
（ガバナンス））といった要素を重視するのも、このような考え方によるところが大きい。投資家にとって、
企業がこれら要素を個別に捉えるのではなく、自社のビジネスモデルの持続可能性にとっての重要性
（Materiality）、ひいては中長期的な企業価値向上の中でどのように位置づけているかを理解するこ
とが重要である。
05. 特に機関投資家にとっては、顧客・受益者に対するスチュワードシップ責任を果たす観点からも、企業のリ
スク・収益機会、あるいは企業価値を毀損するおそれのある事項を把握することが求められており、例え
ば、ESG の要素がこれらとどのように関連し、影響を与えるのかを理解することは重要である。
06. 企業は情報開示や投資家との対話において、以下で示す項目も含め自らのビジネスモデルを持続させる
上での脅威やリスクを特定し、戦略〔4.〕とも関連づけて持続的な価値創造につなげていくかを伝えるべき
である。

3.1.

ESG に対する認識

07. 特に長期的視野に立つ投資家が企業を評価する視点として、ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の
重要性が高まっている。そのような投資家は ESG の個別要素を単独で評価するのではなく、企業のビジ
ネスモデルの持続性や戦略の実現可能性にどのように影響を与えるのかを理解するための情報として捉
えている。
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08. ESG の概念・範囲には様々な考え方があり、これらを超過収益の源泉ととらえる投資家もいるが、多くの
投資家は少なくとも中長期的なリスク要因として認識している。また、特に企業の持続可能性（サステナ
ビリティ）に関連する環境・社会（E・S）と企業価値を高める前提となる規律としてのガバナンス（G）
とは、性質が異なる面があると捉えている。
09. したがって、企業は自社の中長期的な企業価値やビジネスモデルの持続性に影響を与える、あるいは事
業の存続そのものに対するリスクとして、どのような ESG の社会・環境要素を特定しているか、その影響を
どのように認識しているかを示すべきである。また、そのようなリスクへの対応や事業機会につなげるための
取組について、戦略〔4.〕の中で示すことも有益である。
10. 企業が自社にとって重要な ESG 要素を特定する際、ビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セ
クター）において主なリスク要因として認識されているものを念頭におくことは、投資家の理解を得る上で
有用である。その際、様々な機関が推奨する項目に沿って取り組むことは目的ではなく、むしろ自社の企
業価値への影響を踏まえて自らが取り組むべき項目を特定し、それを説明することが重要である。
11. ガバナンスに関しては、6.で掲げる事項を参照しつつ、企業が自らのビジネスモデルを実現するための戦
略を着実に実行し、持続的に企業価値を高める方向での規律やインセンティブがはたらく仕組みとなって
いることについて、投資家からの信認を得ることが重要である。

3.2.

主要なステークホルダーとの関係性の維持

12. 自らのビジネスモデルを持続させるためには、経営資源や無形資産の確保とともに、ステークホルダー等と
の関係性〔2.2.2.〕を維持、強化することが必要である。特に中長期的な視点に立てば、各ステークホル
ダーの利益相反を極小化して、相互に共有できる利益を拡大するビジネスモデルを設計することが、当
該企業の社会的価値を盤石なものにする。
13. 投資家は、投資家以外のステークホルダー価値の創造が、投資家への持続可能で安定的な価値提供
にもつながるという考え方を持っており、企業が主要なステークホルダーとどのように向き合い（関係性）、
ビジネスの仕組みや進め方に落とし込んでいるのかに関心がある。
14. 企業は、自社の企業理念や社会との接点に対する認識〔1.〕を踏まえ、主要なステークホルダーとの関
係性をどのように構築し、その維持のためにどのような方策をとるのかを投資家に対して示すべきである。

3.3.

事業環境の変化リスク

15. 企業を取り巻く事業環境は複雑化し、IoT（Internet of Things）により常に世界とつながっている状
況や、国内事業においても海外とサプライチェーンを通じてつながっている状況等が、事業活動への脅威
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となるリスク要因や不確実性を増加させ、考慮すべきリスクの範囲を拡大している。このようなリスクや不
確実性をどのように認識し、それに対してどのように対応するかということは、企業の持続可能性や成長性
にとって重要である。
16. 考慮すべきリスクや不確実性は、企業のビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セクター）によっ
ても異なるが、特に以下に示す事項については、サプライチェーンマネジメントにおける影響を含め、セクタ
ーに共通して考えておくべきリスクである。

3.3.1. 技術変化の早さとその影響
17. 第四次産業革命が進展する中、急速な技術革新やそれを原動力とする競合企業や異業種からの新
規参入等は、自社のビジネスモデルが前提とする技術等を急速に陳腐化し、その競争優位や持続可能
性を脅かすリスクとなり得る。特に他社による「非連続的（破壊的）イノベーション」は、自社のビジネスモ
デルを根底から揺るがし、存続を困難にするリスクをもたらす。
18. 企業は、このような技術変化とリスクをどのように捉え、どのような時間軸で自社の競争優位性に対する
影響を認識しているのか、それに対してどのような方策を講じているのか、戦略〔4.〕における研究開発投
資や人材の確保・育成等とも関連づけて、投資家に示すべきである。

3.3.2. カントリーリスク
19. グローバルに事業展開を行う企業にとって、カントリーリスクはビジネスモデルの持続可能性に大きく影響を
与える要素である。事業を取り巻く外部環境の一部として自社のビジネスモデルに影響を与えるカントリ
ーリスクを特定、分析し、その結果やそれを踏まえた戦略を投資家と共有することは重要である。自社の
見解を投資家に伝え、投資家が持つカントリーリスクに関する分析情報と交換することは、自らの仮説を
確認し、見直す機会ともなる。

3.3.3. クロスボーダーリスク
20. 自社がグローバルに事業を展開し、あるいはサプライチェーンが複数の国境をまたぐ状況において、各地域
における法規制等の変化や社会的責任に関する要請への対応は、企業にとってコスト要因でもあり、中
長期的なリスク要因でもある。このような課題に対して、サプライチェーンを安定的に確保し、代替手段の
ために必要な対応体制を構築するなどの取組について、その意義も含め投資家に説明し理解を得ること
は、投資家を含めたステークホルダー共同の利益につながるものである。
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４. 戦略
01. 想定されるリスクに備え、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・強化することで持続的なビジネスモデルを実現するのが戦略である。企業は、経営戦略や事業戦略
といった様々なレベルでの戦略を実行することで成長性を獲得し、投資家を含むステークホルダーからの
信任を得ることで共同利益を拡大し、社会的価値を創造し続けることができる。
02. 企業は、自社のビジネスモデルの競争優位を支える経営資源等をどのように確保・強化し、それらを喪失
するリスク等に対してどのような方策を講じているのか、その結果として付加価値連鎖（バリューチェーン）
における位置づけ〔2.1.1.〕をどのように維持、強化しようとしているのかを示すべきである。
03. また、中長期的な価値向上の観点から特定した社会課題（ESG 等）をどのように戦略に組み込みス
テークホルダーとの関係をどのように構築していくのかなど、ビジネスモデル〔2.〕及び持続可能性・成長性
〔3.〕で示した内容を実現するための戦略を、長期の価値創造ストーリーの中で投資家に伝えるべきであ
る。
04. その際、戦略を実行した結果（成果（パフォーマンス）と重要な成果指標（KPI）〔5.〕）をどのように
評価し、それを今後の取組にどのように反映させていくかについて伝えることも重要である。

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

05. 企業が戦略により達成すべき目標を示すとともに、それと整合的な形で経営資源等の確保・強化〔4.2.、
4.3.〕、投資戦略・事業ポートフォリオ組替等の方策〔4.4.等〕を説明することは、投資家の理解を深め
る上で重要である。
06. 例えば、企業のビジネスモデルが前提とするバリューチェーン上の影響力や主導権〔2.1.1.〕を強化するこ
とは、戦略の重要な目標の一つである。
07. 戦略において、企業がバリューチェーンにおける事業ポジションを維持するのか、新たなポジションに移行す
るのか、必要に応じて軸足を移すことが可能な仕組みを備えているかなどの概略が示されることで、投資
家は、長期的視点での投資判断に不可欠な環境変化への耐性を理解し、企業のビジネスモデルと戦
略をより適切に評価することが可能となる。
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4.2.

経営資源・無形資産等の確保・強化

08. 企業の戦略において、競争優位の源泉となる経営資源や無形資産等〔2.2.1.〕を確保・強化するため
にどのような投資を行い、それらをどのように活用して顧客に価値を提供し、持続的な企業価値向上につ
なげていくかということは重要な要素である。
09. これらの概略とともに、その成果をどのような時間軸、方法で評価するのかについて、成果指標〔5.〕等と
合わせて示すことは、投資家が企業の戦略と実行力を評価する上で重要である。
10. 企業のバランスシートにおいて、多くの無形資産は資産として認識されず、中長期的な価値向上を見据
えた無形資産への戦略投資は当期費用の一部として取り扱われる。また、これらの情報は、必ずしも企
業が戦略的に捉える要素ごと、あるいはビジネスモデルが前提とする事業領域やセクター（セグメント）ご
とに示されておらず、投資家に利益を圧縮する非効率な費用としてのみ認識されるおそれがある。設備・
施設等資産として認識されている有形資産への投資についても、必ずしもビジネスモデルや戦略に関連
づけて示されていない。
11. したがって、企業の中長期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容
を定量的、定性的に示すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献するか、評価の指標や方
法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から見て、これらの投資（費用）が資産として捉えら
れ、それぞれの回収期間等を想定して「投資収益率（Return on Investment）」の考え方が示さ
れることは有用である。
12. また、重要な経営資源や無形資産等の喪失リスクが顕在化した場合への対応として、他の経営資源で
補完するなど（有形・無形資産を他の有形・無形資産で補完するなど）の次善策を示すことも投資家
からの信任を得る上で重要である。
13. これらの経営資源や無形資産やそれらへの投資のあり方は、事業領域や産業（セクター）によって異な
るが、以下で示す主要な要素（人的資本、技術、ブランド、組織、M&A）に関する投資家との対話に
おける考え方を参照し、自らの戦略の中に組み込むことも有益である。

4.2.1. 人的資本への投資
14. 企業の競争優位を支え、イノベーションを生み出す根本的な要素は人材であり、自社のビジネスモデルを
実現するために、人的資本の獲得、育成、活用等、広い意味での人的投資をどのように捉え、実施し、
企業価値への貢献を評価するかということは、戦略における重要な要素である。
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15. 投資家にとって、経営人材やミドルマネジメント、研究・専門人材、現場を動かす社員等様々な層の人
的資本の獲得や動機付け、教育・育成等がどのような方針に基づき、どのような資源配分や方法（プロ
セスや評価体系等）で行われているかということは、中長期的な企業価値を評価するための重要な情
報である。
16. 経営人材の確保・選任、育成については、ガバナンス〔6.〕とも関連づけて、期待される役割に応じてその
プロセスや報酬体系、経歴・経験等が示されるべきである。その際、企業の価値観〔1.〕やビジネスモデル
〔2.〕とも関連付けながら、どのような能力や属性の経営人材を求めるのか、その多様性（ダイバーシティ）
をどのように確保し活かしていくのかが明確になっていることも重要である。
17. 研究・専門人材等自社の競争優位との関連が見えやすい人材（キーパーソン）の存在やその確保・育
成のための方策は、企業の理解を深めたい投資家が得ようとする重要な情報である。また、製造や販売
等の現場における生産性向上や質の改善等に向けて、従業員の意欲や能力を引き出すための工夫や
働き方改革への取組が、企業の価値創造を実現する戦略として示されることも重要である。
18. このような人材の獲得や育成に向けた投資は、会計上、研修や報酬等の形で当期費用の一部として
埋没してしまうが、企業としてこれら人的投資を定量的にどのように捉え、投資効果を認識するかというこ
とは、重要な経営課題であり、投資家にとっても有益な情報である。

4.2.2. 技術（知的資本）への投資
19. 広い意味での技術（知的資本）は、企業が競合と差別化し、競争優位を確かなものにするための源
泉である。研究開発や事業開発、生産、物流、販売、サービス提供に至るまで、企業における技能や
知識、ノウハウ等の暗黙知を形式知化し、イノベーションにつなげていくことは、企業にとって重要な経営
課題である。
20. 投資家が企業の競争力を評価する上で理解すべきことは、当該企業の競争優位を左右する技術が競
合他社と比較してどのように優れているのか（勝てるのか）、あるいは現時点では劣後している場合、ど
のぐらいの速さでどのようにそれを克服するのか、そのためにどのような戦略投資を行うのかということである。
21. 企業にとって、一般的な情報開示のみならず、工場見学や技術説明会等、投資家との様々な接点を
通じて自社の知的資本が生み出す価値に対する理解を得る機会を利用することも重要である。
22. 競争優位の軸となる技術（知的資本）は、企業の事業領域や産業によって異なるが、以下では多くの
企業に関連する研究開発及び IT・ソフトウェア投資に関する開示や対話において重要な点を示す。
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4.2.2.1.

研究開発投資

23. 研究開発投資をどのように競争優位につなげ、持続的な価値向上に貢献する技術資産としていくかとい
う戦略は、企業経営者の重要な意思決定であり、投資家が長期的な視点から企業を評価するために
理解すべき事項である。
24. 他方、研究開発投資の収益・企業価値への貢献（研究開発効率）については、研究が複数の開発
に波及するなど因果関係が複雑なこと、基礎研究では製品等に至らないこと、収益が実現するまでに時
間がかかること等客観的な評価が難しい面がある。
25. 投資家が研究開発投資を評価する上で重視するのは、それがどのようにビジネスモデルの中に位置づけ
られているかということである。例えば、研究開発費の総額だけでなく、セグメントごとの研究開発費や研
究開発テーマの市場性、バリューチェーン上のポジション変化、強みの源泉（研究者の専門性や数等）
等を示す客観的事実や投資回収時期を判断する材料が示されることは有益である。
26. 投資の結果としての特許・ライセンス等に関しては、数だけでなく参入障壁を構築するビジネスモデル上
有益かという「質」に関する情報を投資家は重視している。
27. これらの情報は、一般的に企業において把握されており、何らかの形で開示されていることも多い。投資
家が重視するのは、企業の競争条件に関わる機密情報等ではなく、これら情報がビジネスモデルや戦略
の中でどのように位置づけられ、どのような視座や事実を基に成果が評価され、経営判断と連動するのか
である。
28. さらに、3.3.1.で示される「非連続（破壊的）イノベーション」への対応やそれを生み出す観点からも、
研究開発への投資は重要な要素である。このようなイノベーションの性質上、投資段階での評価は難し
いが、投資家にとって、研究開発の領域・テーマの背景にある社会課題や市場の重要性、収益化に向
けた具体的な目標、従来と異なる組織体制や方法論等が示されることは有益である。

4.2.2.2.

IT・ソフトウェア投資

29. 第四次産業革命においては、IT システム導入やソフトウェア開発・組込等を、事業におけるコストとしてだ
けでなく、企業の成長や競争優位の源泉となる無形資産投資として捉えるべき状況も出てきている。企
業のビジネスモデルにおいて、このような「攻めの IT 投資」がどのように企業の技術力を高め、どのような期
間で投資収益につなげようと考えているのか、定量的な事実や評価方法等を示すことも有益である。
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4.2.3. ブランド・顧客基盤構築
30. 企業のブランドや顧客基盤は、これまでの活動を通じて築かれた企業やその製品・サービスの価値への信
頼という「結果」であり、無形の資産でもあるそれらをどのように構築し、強化するかということは重要な戦
略投資である。
31. ブランドや顧客基盤の資産価値はバランスシートには表れないが、何もしなければ設備の減価と同様に
減衰する。そのような観点から、例えば、ブランド価値が毎年どの程度減衰するか評価し、その分を補い
増強するための投資額を示す企業も存在する。
32. ブランドや顧客基盤については、企業経営者と投資家の間で意図することや重視する観点に隔たりが見
られることがある。経営者はこれらを可視化することは難しく、そのようなことを目的としない傾向があるが、
投資家は何らかの形で可視化できると考える。例えば、投資家は、企業のブランド力は、価格決定力や
バリューチェーンにおける影響力を通じて利益率に反映されることを期待する。また、顧客基盤や顧客ロイ
ヤルティは、物品販売における販売促進費の削減、契約型サービスにおける契約更新率の向上、新規
顧客獲得や解約防止費用の削減等につながると考える。
33. したがって、ブランドや顧客基盤の優位性を確保するための投資や取組について、企業がこのような効果
を意識した戦略的な目的を示し、それを測定・モニタリングしていることを示すことは、投資家の理解を深
める上で有益である。

4.2.4. 企業内外の組織づくり
34. 企業が戦略を実施する中で、自社の組織をどのように設計し、運営するかということは、最も重要な経営
判断の一つである。組織変更は、経営者がこれまでのビジネスモデルでは競争環境や需要の変化に対
応できないとの認識とともに、新たなビジネスモデルを構築する意志を示すものである。
35. 投資家にとって、企業が組織変更を行う目的や戦略における位置づけ、組織の意思決定や運営の方
針、成果指標等を確認し、そのプロセスをモニタリングすることは重要な課題である。
36. 企業が、これらの考え方を示すとともに、継続的に組織変更による成果を重要な成果指標〔5.〕とともに
示すことは投資家にとって有益である。
37. 企業のビジネス・パートナーとの関係やサプライチェーンをどのように構成・強化しようとしているのか、技術を
いかにして実用化し、大量生産や物流等の供給体制を整えているのかということも、企業が戦略を実現
するための外部との関係構築、すなわち自社を超えた広い意味での「組織」づくりとして重要な要素であ
る。
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38. 特にグループ企業をはじめとするサプライチェーンを競争優位の源泉としている企業が、自社を超えた企業
間の関係性をどのように捉えているかということは、投資家が理解すべき情報である。

4.2.5. 成長加速の時間を短縮する方策
39. 自社が持つ経営資源や無形資産への投資に加え、自社にない技術やネットワーク、人的資本等を持つ
企業との提携や投資、買収によって、ビジネスモデルを強化し、成長を加速させることも重要な戦略であ
る。
40. 技術が急速に進展・変化する中、企業がオープン・イノベーションや M&A により自社の競争優位をどのよ
うに補完、加速するのか、自社の事業ポートフォリオ〔4.4.1.〕と関連づけて投資家に伝えることが重要で
ある。また、買収後のモニタリング体制や提携先との経営責任の明確化等、事業部門や子会社のガバ
ナンスについて示すことも重要である。

4.3.

ESG やグローバルな社会課題（SDGs 等）の戦略への組込

41. 企業が経営課題として特定した ESG 等のリスク〔3.〕について、自社のリスクマネジメントの中でどのように
管理し、影響緩和のための方策を戦略に組み込んでいるかは投資家にとって重要な情報である。
42. 戦略においては、ESG 等の要素をリスク・脅威としてのみならず、新たな事業を生み出し、また、ビジネス
モデルを強化する機会としてどのように位置づけているか、そのためにどのような投資や資源配分を行って
いるのかを示すことも重要である。
43. 特にグローバルな事業活動を行う企業にとっては、「持続可能な開発目標（SDGs）」等で示される国
際的な社会課題に対して、自社の企業価値の持続的向上がこれら課題の解決にもつながるという「共
有価値の創造（CSV）」の観点を念頭に置くことも重要である。例えば、SDGs 等で掲げられる目標に
ついて、企業の価値観〔1.〕に基づき、自社の活動の社会・環境への影響の大きさや企業価値を高める
戦略の観点から優先順位を付けて取り組むことが考えられる。
44. 国際的に認識されている社会課題に関する枠組みを参照することは、グローバルな投資家の理解を促
進し、建設的な対話を進めるために有用である。また、このような検討や対話を通じて、企業自身が意
識していなかった自社の強みや価値を認識することも重要である。

4.4.

経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略

45. 有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分を最適化することにより、持続的な企業価値向上
を実現することは、企業の経営者が行う重要な意思決定である。
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46. 経営資源・資本配分を最適化するためには、自社のビジネスモデル〔2.〕においてそれぞれの投資がどのよ
うに中長期的な収益や企業価値向上に寄与するのか、それらをどのように評価・モニタリングして投資判
断を行うかといったことが重要となる。
47. 投資家にとって、個別の経営資源や無形資産への投資判断〔4.2.等〕のみならず、企業が全体戦略の
中で事業ポートフォリオをどのように構築し、組み替えていくのか、それぞれの経営資源や資産の関係性を
どのように捉えているのかを理解することは重要である。

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
48. 投資家が企業の戦略を支持し、長期的な投資を行う上で、戦略が着実に実行されることに加え、事業
の売却も含む M&A や事業からの撤退戦略も含む事業ポートフォリオマネジメントの考え方が示されること
は重要である。
49. 各企業の持つ資源は限られており、経営の選択肢や自由度を確保、拡大する観点からも、企業価値
向上に貢献しないと見込まれる事業から撤退し、注力すべき事業に資源配分するという合理的な判断
が行われることを投資家は重視している。企業がその方針についての考え方やガバナンス〔6.〕との関連を
含む長期戦略として投資家に伝え、信頼を得ることが重要である。

4.4.2. 無形資産の測定と投資戦略の評価・モニタリング
50. 特に無形資産やそれに対する投資について、有形資産や金融資産のように定量化、可視化が進んでい
ないことは、企業の資源・資本配分の最適化を阻害（過小、過大投資）する要因となり得る。特にこ
れらを中長期的な企業価値向上への投資として位置づけるためには、財務上、当期の費用として計上
されている活動を新たな時間軸、測定方法で認識し直すことが必要となる。その上で、投資対効果を評
価することができれば、企業の戦略策定や遂行上、あるいはこれら活動に対する投資家の理解を得る上
でも有益である。
51. 例えば、食品・日用品業界においては、商品のブランド、販売促進費と広告宣伝費を最適化し、売上
高総利益率を改善するといった取組が見られる。商品群のブランド力に応じてグループ分けを行って販売
促進費のかけ方を変え、削減した費用を優良ブランドの広告宣伝費に充当するといった事例が存在す
る。
52. このように自社の考え方を投資家に伝え、継続的に結果を示していくことは、投資家が企業と共通の時
間軸、認識に基づいて対話し、企業の資源・資本配分や投資戦略を評価するためにも重要である。
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５. 成果（パフォーマンス）と重要な成果指標（KPI）
01. 結果を出さずに 100 年の計を語っても投資家やステークホルダーからの信頼を得ることはできない。企業
が持続的な企業価値を向上させるためには、まず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
を振り返るとともに、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べきである。
02. それとともに、企業が事業を通じて自らの価値観〔1.〕を具体化し、企業価値を高めていくための道標とし
て、また、その達成度を測る尺度として、成果を評価する重要指標（Key Performance Indicator、
KPI）を予め定め、投資家に示しておくことが有益である。不言実行は美徳だが、投資家に対する説明
力を高め信頼を得るには、自社の戦略や計画の決定とともに成果指標（KPI）を定め、成果について
の自己評価を示すことが重要である。

5.1.

財務パフォーマンス

03. 企業の持続的な企業価値向上は、中長期的に資本コストを上回る財務パフォーマンス（キャッシュリタ
ーン）をあげることによって実現され、投資家はそうした価値創造に期待して長期投資を行うことができ
る。
04. したがって、経営者がこれまでの自社の価値創造をどのように認識しているのか、また、企業価値向上に
向けた戦略を実現する過程で足下の財政状態や経営成績をどのように分析・評価しているのかというこ
とは、投資家にとって重要な情報である。

5.1.1. 財政状態及び経営成績の分析（MD&A 等）
05. 企業の経営者自らが、足下（例えば当該年度決算等）の財政状態及び経営成績を分析・評価する
ことで、これまでの自社のビジネスモデル及び戦略、それらに影響を与えた事業環境について振り返ること
ができる。
06. そうした振り返りを通じて、戦略等の見直しの契機とするとともに、有用かつ適切な KPI の設定を行うこと
も有益である。

5.1.2. 経済的価値・株主価値の創出状況
07. 企業が中長期的な企業価値向上を目指すに当たり、まずはこれまで自社がどの程度経済的価値、ある
いは株主価値を生み出してきたかを再確認し、その認識を示すべきである。例えば、過去 5～10 年同
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社に投資を行った場合の株式総合利回り（TSR、配当込みの株価上昇率）はどの程度であったか、す
なわち自社に中長期的に投資してきた株主がどのように報われてきたかを示すことが考えられる。
08. それを起点として、これまでの事業戦略や投資、そこから生み出されたキャッシュフローや利益等の事実を
振り返ることは、今後の戦略の実効性を高め、投資家からの信任を得るためにも重要である。

5.2.

戦略の進捗を示す独自 KPI の設定

09. 企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）を示すことは有益だが、それだけでは企業が
それを達成するためにどのような具体的行動を取るかが見えにくいため、投資家にとって説得力ある KPI
にはならない。
10. そのため、自社固有の戦略〔4.〕に沿って将来の経営計画を策定し、その進捗状況を検証するための定
量・定性それぞれの企業独自の KPI を設定することが求められる。
11. また、KPI の変更は、重要な戦略の変更を行ったことと理解されるため、その理由を投資家に対し示すこ
とが有益である。

5.3.

企業価値創造と独自 KPI の接続による価値創造設計

12. 企業独自の KPI を追求することで、企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）とのつ
ながりが見えにくくなることがある。例えば、独自 KPI が細かすぎることで投資家が理解しきれず、評価不
能な情報となるおそれがある。
13. したがって、企業は、全体としての価値創造に関連する KPI を分解した結果が独自の KPI に結びつくよう
に、または、独自の KPI を積み上げた結果が企業価値創造の KPI に接続するように KPI を設定し、組
織全体として価値創造プロセスが実現するような設計を意識すべきである。
14. 企業がこれらの概略を示すことで、投資家は企業独自の KPI に沿って成果を確認することができ、それら
を組織設計や運営、業績評価や報酬等と関連付けて理解することができる。

5.4.

資本コストに対する認識

15. 全体の企業価値創造に関連する KPI が意識されるとともに、自社の投資判断においても資本コストを
超過するリターンを求める意志が伝わることは投資家の評価を得る上で重要である。
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16. 資本コストは市場が期待する収益率であり、負債コストと株式コストの加重平均（WACC）といった考
え方もあるが、絶対的な定義はない。企業は、資本コストを投資家との間の信頼関係や期待等を反映
した総合的なものとして認識し、これに対する考え方を自社の経済的価値・株主価値の創出状況の認
識の中で示すことが重要である。

5.5.

企業価値創造の達成度評価

17. KPI の設定後には、その達成状況を投資家に示すことが重要である。特に、達成できなかった場合にお
いては、その理由を事業環境要因のみでなく、自社のビジネスモデル及び戦略に照らし合わせて説明す
ることが投資家の理解を得る上で重要である。
18. 企業にとって、そのような対話の積み重ねを通じて、事業環境要因に左右されにくい戦略の精緻化や高
度化を図り、経営力を高めるための PDCA サイクルとしていくことは有益である。投資家が、そのような企
業との対話を通じて KPI やその背景となる戦略を理解することは、企業に対する信頼を高めるためにも重
要である。
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６. ガバナンス
01. 投資家にとって、企業がビジネスモデル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
を高める方向で規律付けられるガバナンスの仕組みが存在し、適切に機能していることは不可欠な条件
である。投資家は、ガバナンスの状況を確認することで、企業を信頼し、安心して投資を行うことができ
る。
02. 企業は、情報開示や投資家との対話を通じて、自らのガバナンスの仕組みが実効性を持つものであるこ
とを以下の事項も参照して明確に示すことが求められる。

6.1.

経営課題解決にふさわしい取締役会の持続性

03. 投資家は、一連の企業行動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能なものであるかを投資判断に必
要な情報としている。企業が戦略を実行する上での課題解決にふさわしい経営陣や取締役が適時・適
切に選任され、成果に応じた評価がなされているか、また、そのような仕組みが組織として継続的に確保
できるかということを重視している。
04. 企業には、経営方針や優先する経営課題を投資家と共有するとともに、その課題解決および実行に最
もふさわしい経営陣の資質及びそのような経営者を選任・育成するための後継者計画（サクセッション・
プラン）を示すとともに、取締役会がそのような仕組みを持続的に確保できることを示すことが求められ
る。

6.2.

社長、経営陣のスキルおよび多様性

05. 投資家は、業務執行を担う経営陣（企業の経営判断を担う社長・CEO、業務執行取締役、執行
役・執行役員その他重要な使用人）が、求められる資質や能力を備えていること、そして意思決定した
事項を着実に実行することを求めている。さらに、取締役会や経営陣全体としての機能を発揮するため、
属性や経験、能力等の多様性（ダイバーシティ）が確保されていること、透明性・合理性の高い意思
決定を行う仕組みが担保されていることを重視している。
06. 企業には、これらに関する自社の考え方を明確にしつつ、投資家との対話からの示唆も活用して、情報
提供を行うことが求められる。
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6.3.

社外役員のスキルおよび多様性

07. 投資家は、主として業務執行に対する監督の役割を担う社外役員（社外取締役等）に対して、一般
株主の利益を確保する観点から、独立した客観的な立場とその意思を有していることを前提条件として
求めている。さらに、個々の社外役員が業務執行を担う経営陣等と対等の議論をするに十分な能力や、
経験を有しており、また、社外役員全体として多様性が確保されることで、一般株主との利益相反の監
督のために活動・貢献することを求めている。
08. 企業には、社外役員の経歴や属性、実際に果たした役割等に関する情報を示すとともに、必要に応じ
て社外取締役等が投資家への情報発信や対話を行うなど積極的な対応が求められる。

6.4.

戦略的意思決定の監督・評価

09. 投資家は、十分なスキルおよび多様性を備えた取締役、特に社外取締役等が、自らに代わって業務執
行を担う経営陣の戦略的意思決定を適切に監督・評価（モニタリング）することを求めている。企業に
はその仕組みとモニタリングの結果を投資家に示していくことが求められる。

6.5.

利益分配の方針

10. 投資家にとって、企業の利益分配は最も確実な収益の源泉であり、その方針は投資判断における重要
な情報である。企業には、利益分配の方針を投資家に示すことが求められる。

6.6.

役員報酬制度の設計と結果

11. 投資家は、役員報酬の金額自体よりも、役員報酬が企業の経営戦略や業績とどのように連動している
のか、また、経営方針や責任と整合的かといった制度設計の考え方を確認し、企業評価において考慮
する。
12. 企業には、成果や KPI〔5.〕との関連性を含め、報酬に関する制度設計の考え方を示すことが求められ
る。また、役員報酬と企業価値向上への寄与について投資家の理解と信任を得られるよう努めることが
重要である。
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6.7.

取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題

13. 投資家は、取締役会が自らの意思決定の責任を負い、実効性あるものとなっているかを客観的に評価
することを求めている。企業には、その評価の結果や改善に向けて取り組むべき優先課題を投資家に示
すことが求められる。
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I. Background & Objective
~Need of the Guidance~
In pursuit of enhancing earning power of companies and growth of sustainable
corporate values, the following initiatives were taken for the corporate governance
reforms and the quality improvement of company-investor dialogues.

Investment Chain & Recent Initiatives

“Ito Review 2.0” (2017)

“Ito Review” (2013~2014)

Guidance for Collaborative Value Creation

Background from “Ito Review”
 Project launched in July 2013, published in August 2014

Ito Review

 Brought up and clarified issues on paradox of continuously low
profitability, an under-developed asset management nation in
absence of long-term investors, a vicious cycle caused by
insufficient dialogue
 Suggested simultaneous realization of both innovation and
high profitability, optimization of investment chain, “Dialoguerich nation” pursuing high-quality dialogue

the Guidance
(Ito Review 2.0)

 Published in May 2017
(Ito Review 2.0 was published in October 2017)

 Suggested ideal approaches of strategic investments to
enhance sustainable corporate value creation, company
evaluation from a long-term perspective by investors,
and disclosures and dialogues by companies
 As a guidance for deepening mutual understanding between
companies and investors through information disclosure and
dialogue / engagement and promote collaborative activities
to create sustainable value

３

I. Background & Objective
~What is “the Guidance for Collaborative Value Creation”?~
“Guidance for Collaborative Value Creation” is a basic framework for dialogue and
disclose connecting companies and investors as their “shared language”.

As a “Shared Language” that connects Companies & Investors
a Guideline for

Corporate Managers
& Directors
that addresses the way of comprehensive
communication by key information to
investors by corporate managers

a Guideline for

Investors
that addresses the way of evaluation,
investment decision-making, and stewardship activities by investors from a long-term
perspective

Promote voluntary and proactive
initiatives by Companies and Investors
Expected Role & Usage
Corporate Managers
& Directors

Expected Role
 Outline a whole picture of value creation process in a
structured and integrated manner
 Evaluate and identify the material items using the
Guidance as a basic framework in consideration of
specificity
 Present a value creation process as a story in
consideration of interdependence (interconnectivity) of
each item
Usage
 Review the current disclosure / dialogue with
investors and map out actions for those which are
not yet included based on the Guidance
 Utilize in a internal discussion on circumstances of
corporate management and disclosure

Investors

Expected Role
 Evaluate sustainable value creation including ESG
integration as a framework
 Enhance dialogue between asset owners and asset
managers using the Guidance
Usage
 Dialogue with companies using the Guidance as a
blueprint for comprehensive and mutual
understanding on value creation
 Describe priorities and interests to address their
investment stance
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I. Background & Objective
~3 Common Misconceptions~

Misconception #1
The Guidance is aimed
solely for disclosure,
and to impose
additional disclosure...
The Guidance is for companies to outline the key
information of the companies in a systematic and
comprehensive manner, and not for requesting additional
disclosure.

Misconception #2
Items listed in the
Guidance must be
disclosed
comprehensively in a
fixed order...
As each company has its own unique value creation process,
the Guidance or its items shall not be interpreted as
inflexible nor excessively formal.
It is preferred that the orders and contents of these listed
items shall be set with flexibility based on individual
companies’ circumstances and goals.

Misconception #3
Dialogue with investors
does not work well
without disclosure
founded on the
Guidance...

It is preferred that investors and analysts proactively
dialogue with companies to fill in gaps in information
asymmetry or recognition in reference to the Guidance and
comprehend necessary information for investment decision,
rather than waiting for disclosures or explanations
passively.
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６

Box… Components of Corporate values
 Basic framework (Six basic elements)
 Identify the elements with importance for business model or
strategy and relate them to the “value creation story” in
consideration of uniqueness of value creation process
 Decide the order and contents of these elements in
consideration of each position and objective with flexibility

~Overview~

II. Instruction of the Guidance

Recognition
of business
environment

Business Environment…Risk factors/Uncertainties to Components

Chain… Interdependency (Interconnectivity) of Components

Values

Business
model
Sustainability
/Growth
Strategy

Performance
& KPIs
Governance

4. Strategy &
5. Performance & KPIs

Fundamental for realizing visions

Unique principle for corporate directions & strategy

Foundation of unique mission

Integration of 2. Business model

into 4. Strategy

1.2. Relationship with Society
“Social issues” recognized as management challenge and
business opportunities

Corporate values

Corporate
Philosophy & culture, etc.

Management
decision
Business model,
Business

Management vision
“Future vision”

Business opportunities in social issues

1.1. Corporate Philosophy and Vision
Corporate philosophy, management vision, and corporate culture
as core principles of business model and management decision making

The core principles for making decisions on future corporate directions & strategies

1. Values

Identify “social issues” that can
be management challenges and
business opportunities

Social
Issues

Society

Evaluate Strategy and KPIs
based on “Values”, understand
connectivity of competitive
advantage and corporate purposes

Investors

Present connectivity of
“Values” with Business model

“Values” serve as the core principles for making decisions on
future corporate directions and strategies.

II. Instruction of the Guidance
1. Values
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Values

Business
model
Sustainability
/Growth
Strategy

Performance
& KPIs
Governance

Blueprint to commercialize Values (1.)

and “Value creation story”
by Business model

Value chain/Competitive landscape

…

2.1.2. Differentiating Factors

Competitive
Advantage

Recognition & prevention against threats & risks

2.2.3. Profit Structure/Drivers

2.2.2. Relationships with Stakeholders to
Support Competitive Advantage

2.2.1. Management Resources/Intangible Assets

Sustainability of
Business model

2.2. Essential Elements for Ensuring Competitive Advantage
The key to maintaining competitive advantages and enhance their efficiency by
investing to maintain and strengthen

…

2.1.1. Position in the Value Chain

2.1. Position in the Competitive Landscape
Element for evaluating feasibility of Business model

(i.e. Customers)

Stakeholders

Enhance sustainable
corporate value, and
generate cash flow

Provide Values
through Business

Society

Evaluate “Earning power” and
“Value creation story” based on
Business model

Investors

Structure to generate value for customers & society and grow sustainable corporate value Address “Earning power”

2. Business model

１．Values

“Business model” serves as a blueprint to establish and maintain
corporate competitive advantage.

II. Instruction of the Guidance
2. Business model
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Values

Business
model
Sustainability
/Growth
Strategy

Performance
& KPIs
Governance

3.3.2. Country Risk

3.3.3. Cross-Border Risk

Creation of business opportunities
& sustainable competitive advantage

Indicators of sustainability of 2. Business model and feasibility of 4. Strategy

3.3.1. Speed and Impact of
Technological Change

3.3. Risk in a Changing Environment
Risks and uncertainties influencing growth and sustainability
under complicating business environment

3.2. Relationships with Key Stakeholders
Relationship-building and maintenance with key stakeholders
essential for Business model

3.1. Recognition of ESG Factors
Non-financial factors including ESG related to sustainability,
corporate value, and mid-to-long term risk factors

Source of long-term growth and sustainable value creation

３．Sustainability /Growth

2. Business model

(i.e. Customers)

Stakeholders

Society

Support Business model

Relation-building
and maintenance
with stakeholders

Evaluate materiality on sustainability based on from a long-term
perspective

Investors

Present non-financial factors
influencing “Sustainability /
Growth” of Business model

“Sustainability /Growth”, as well as “Business model (2.), serves
for realizing growth and sustainable value creation.

II. Instruction of the Guidance
3. Sustainability /Growth
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Values

Business
model
Sustainability
/Growth
Strategy

Performance
& KPIs
Governance

5. Performance & KPIs

Management resources
Investment & Portfolio management

4.2.5. Investment to Accelerate
Growth

4.2.4. Organizations

4.4. Capital Allocation Strategy
Investment in tangible/intangible assets, optimization of management
resources & Capitals

Integration of risk management on 3. Sustainability /Growth into Strategy

4.3. Strategy for ESG Integration

4.2.2. Investment in Technology
(Intellectual Capital))
4.2.3. Investment in Brand and
Customer Loyalty

4.2.1. Investment in Human Capital

4.2. Securing & Enhancing Management
Resources & Intangible Assets
Investment in management resources and intangible assets

Goals to achieve

4.1. Improving Company Positions within the Value Chain
Secure & enhance management resources for competitive advantage

Methods to realize sustainable Business model

4. Strategy

2. Business model

Relation-building
and maintenance
with Stakeholders
(i.e. Customers)

Stakeholders

Society

Evaluate Business model &
Strategy, make a long-terminvestment decision

Investors

Present “Strategy” for growth

“Strategy” serves to realize a sustainable Business model (2.) by
maintaining and strengthening resources for competitive advantage.

II. Instruction of the Guidance
4. Strategy
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Values

Business
model
Sustainability
/Growth
Strategy

Performance
& KPIs
Governance

4. Strategy

5.5. Progress Evaluation

5.4. Awareness
of Cost of
Capital

Refine & upgrade
4. Strategy

Pursuit of
excess return

Understanding of
investors’ expectation

Recognition of “Cost”
in investment decision

Achievement level evaluation based on KPI

Value creation

5.3. Designing Linkages between Corporate
Value Creation and Specific KPIs

Connectivity with Value creation,
& Clarity of Value creation process

5.2. Setting Strategic KPIs
Progress of management plan based on 4. Strategy

Milestones & indicators for progress

Financial performance as a source of corporate value

5.1 Financial Performance

Indicators to economic value created

Indicators for analysis & evaluations of economic values and performance created

5. Performance & KPIs

１．Values

Grasp corporate directions, evaluate
with financial performance and KPIs

Investors

Present “Performance & KPIs” for
economic values & corporate values

“Performance & KPIs” serves to demonstrate how managements
analyze & evaluate economic value and financial performance

II. Instruction of the Guidance
5. Performance & KPIs
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Values

Business
model
Sustainability
/Growth
Strategy

Performance
& KPIs
Governance

6.6. Compensation Policies
Linkage & consistency with
management strategy and
performance

6.5. Shareholder Return
Policies
Profit sharing with shareholders

6.4.Monitoring Strategic
Decisions
Supervision & evaluation on
strategic decision making

6.7. Reviewing Board Effectiveness and Identifying Priority Issues
Objective evaluation on effectiveness of Board function,
Presentation of evaluation results, and priority-setting

Performance, profit creation

Execution of 4. Strategy

Talents with suitability, capability, diversity

6.2. Skill and Diversity of CEOs
and Senior Executives
6.3. Skill and Diversity of NonExecutive Directors
Appoint right talents for
executing timely & properly

6.1. Ensuring the Strength of the Board
Sustainability of Governance structure controlling corporate activities

Structure & Function as disciplines to address value creation process

6. Governance

2. Business model 4. Strategy

Make investment decisions,
evaluate governance effectiveness

Investors

Present “Governance” structure
necessary for investment decision

“Governance” serves as a discipline-like structure & function to
execute Strategy (4.) and realize Business model (2.).

II. Instruction of the Guidance
6. Governance
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GUIDANCE FOR INTEGRATED
CORPORATE DISCLOSURE AND
COMPANY-INVESTOR DIALOGUE

– ESG
Integration,

FOR COLLABORATIVE VALUE

Non-Financial

CREATION

Disclosure,and

Information

Intangible Assets
into Investment –
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Background
【Japan Revitalization Strategy】
This Guidance for Integrated Corporate Disclosure and Company-Investor Dialogue for
Collaborative Value Creation (the “Guidance”) has been compiled based on the work done by the
Ministry of Economy, Trade and Industry’s “Study Group on Long-Term Investment (including ESG
and Intangible Assets) towards Sustainable Growth” (the “Study Group”).1
The Study Group was launched as a forum for considering policy measures to promote sustainable
growth of corporate value and long-term investment as part of corporate governance reform under
the Japan Revitalization Strategy 2016, which outlines the Japanese government’s growth strategy.
Specifically, the “Strategy 2016” specified the mission of the Study Group as follows: the Study
Group will “consider the manner in which corporate management and investment for creating
sustainable corporate value should be conducted and how such value should be evaluated, along with
the mechanism of governance facilitating the optimization of investments in human, intellectual,
manufacturing, and other capital based on long-term management strategies. The Study Group will
also consider how corporate managers should make investment decisions, how investors should
evaluate such decisions, and how information should be provided, and will propose policy measures
the Government should take.” The Study Group held nine rounds of discussion from August 2016
onward.

【Corporate Governance Reform and Sustainable Growth of Corporate Value】
Japanese corporate governance reform is being carried out as an urgent priority. Behind the
urgency of this governance reform is the fact that for the past quarter century, the profitability and
capital efficiency of Japanese companies have stagnated, and share prices, an indicator of future
corporate value, have also remained low.
Over this period, Japanese companies’ relationships with capital markets and investors have not
been necessarily close, as they have long depended on indirect financing (aka bank financing).
Among companies, there have been complaints that investors only focus on short-term financial
figures and make unilateral demands without paying attention to corporate philosophies/principles
and values that companies uphold as critical. Companies have also complained that while investors
have choices over which companies to invest in, companies cannot choose their investors.
On the other hand, investors have long had the impression that corporate managers and directors
do not pay attention to business metrics which investors consider important when making corporate
1

“ESG” refers to Environmental, Social, and Governance factors.
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decisions or that they use internal management metrics different from metrics mentioned in dialogue
with investors (“double standard management”).
To overcome this situation, the Project on Competitiveness and Incentives for Sustainable
Growth: Building Favorable Relationships between Companies and Investors (the “Ito Review”) was
launched in July 2013, and the final report was published in August 2014. The Ito Review pointed
out the need to grow companies’ earning power and capital efficiency, along with the importance of
collaborative value creation by companies and investors through constructive dialogue and
engagement. The Ito Review also recommended various measures to promote long-term growth and
sustainable value creation.
With respect to institutional reforms addressing these corporate governance issues, two codes
(Japan’s Stewardship Code and Corporate Governance Code) have been formulated, and
governance-related tax reforms have also been successively implemented.

【Need for the Guidance as a Shared Language】
There is no doubt that as a result of these initiatives, the mindset of companies and investors has
been changing. However, unless these changes lead to concrete improvements in the conduct of
management and take root in line with the direction of the corporate governance reforms cited above,
it will be difficult to reap the benefits of the reforms. From this viewpoint, gradual progress in
voluntary initiatives by companies and investors who understand the spirit of the reforms is desirable.
If we reflect on the serious situation that Japan has long faced, it is also important to consider
additional measures to accelerate and expand such initiatives.
However, merely introducing more institutionalized systems and regulations could discourage
motivation toward voluntary initiatives and impede improvements in the business practices. On the
other hand, to accelerate the governance reform and encourage collaborative value creation between
companies and investors, it is essential to have a shared language that serves as a framework for
communication between companies and investors. Such a framework will provide companies and
investors with the basis for improving corporate governance and fulfilling their accountability and
stewardship responsibilities required by the two codes.
Recognizing these challenges, the Study Group formulated and proposed a basic framework for
promoting dialogue between companies and investors and for enhancing the quality of information
disclosure in hopes that it will serve as guidance for voluntary and proactive initiatives.
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Expected Role of the Guidance
The Guidance is intended to deepen mutual understanding between companies and investors
through information disclosure and dialogue/engagement and promote collaborative activities to
create sustainable value. From that viewpoint, the Guidance is expected to fulfill the following roles.

【As a Guideline for Corporate Managers and Directors】
First, the Guidance is expected to serve as a guideline according to which corporate managers and
directors are able to comprehensively communicate key information to investors, including their
management philosophies, business models, strategies and governance systems. As a direct goal, the
Guidance aims to promote corporate information disclosure and enhance the quality of
company-investor dialogue. Through efforts to achieve this goal, corporate managers and directors
are expected to review their approaches to business management and take further actions with a view
to creating corporate value.
Corporate value creation processes are specific to individual companies. Therefore, when using
the Guidance as a basic framework, companies are expected to flexibly incorporate specific items
relevant to their business models, rather than being rigidly bound by each item, and apply them in a
manner suited to their own value-creation scenarios. Consequently, it is assumed that the order and
content of the items of the Guidance will be applied flexibly in accordance with individual
companies’ circumstances and goals.
It is not appropriate to regard the Guidance as principles to be implemented independent of
institutional requirements such as mandatory disclosure rules and the Corporate Governance Code
and other disclosure frameworks that companies apply voluntarily. Rather, companies are expected
to regard the Guidance as a means of systematically and comprehensively outlining the information
that they should provide in response to disclosure requirements and/or in accordance with the
circumstances of their communication and dialogues.

【As a Guideline for Investors】
Second, the Guidance is expected to serve as a guideline for investors in evaluating companies
from a long-term perspective, making investment decisions, and conducting stewardship activities.
While there are various types of investors in the capital markets, the Guidance is intended for
institutional/individual investors who are interested in sustainable growth of corporate value. Instead
of waiting for companies to provide the information with respect to the items in the Guidance,
investors and analysts are expected to initiate dialogue with companies in order to obtain the
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information necessary for their investment decisions and remedy any information/perception gaps by
referring to the Guidance.
The Guidance is also designed to be used as a framework for investors to monitor investee
companies and conduct dialogue to fulfill their stewardship responsibilities. It is expected that the
Guidance will not only be used when institutional investors engage in stewardship activities
themselves, but also when asset owners hold dialogue with asset managers.

【As a Shared Language That Evolves through Practice】
In order for the Guidance to function as a shared language that enhances the quality of corporate
disclosure and dialogue with investors, it needs to evolve through practical use.
As the Guidance is the first step toward enhancing high-quality dialogue, it is important to
constantly review it in order to improve its content and explore better usage while identifying and
analyzing companies’ good practices and investor assessments. In doing so, it is essential to avoid
treating disclosure and dialogue, which are means to an end, as ends in themselves, and to maintain a
focus on how companies can achieve sustainable value creation and how companies and investors
can cooperate with each other to achieve the goal.
The drafting process of the Guidance took into consideration global inputs and other relevant
frameworks. As Japanese corporate activities and shareholding structure are globalized, it is
important to obtain feedback from stakeholders around the world in order to make effective use of
the Guidance.
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＜Overview of the Guidance＞
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1. Values
01. When companies regard solving social issues as business opportunities and seek to establish
unique missions while continuously pursuing competitive advantage amidst global competition,
the values exemplified in corporate philosophies/principles and visions serve as the core
principles for making decisions on future corporate directions and strategies.
02. By identifying the essences of the corporate philosophies that have supported their mission in
society, companies can provide value while maintaining long-term perspectives and
forward-looking attitudes without being content with the status quo. Having clear corporate
philosophies and visions is also important for emerging companies, including startup companies,
in generating social value and achieving growth.
03. Corporate culture directs business processes and priorities of management and employees. An
important management challenge is cultivating a corporate culture that allows individual
employees to act on their own initiative in ways supportive of the corporate philosophy and
vision while ensuring that the culture is flexible and adaptive enough to address new challenges
and business circumstances which may arise.
04. For investors with long-term perspectives, becoming familiar with values such as corporate
philosophies, visions, and culture is important in understanding a company’s core principles for
decision-making. This knowledge is also an important element in judging a company’s ability
to execute their strategies and feasibility of business models. Explaining the linkage between
corporate values and business models [2.] is the first step in allowing investors to appropriately
assess corporate value.

1.1.

Corporate Philosophy and Vision

05. Companies should explain the corporate philosophies which serve as the basis for their business
models and management decisions. Companies should also explain how such philosophies are
embodied in their corporate systems.
06. When doing so, it will also be beneficial if corporate managers and directors clearly define a
management vision and indicate their priorities for both future directions for the company and
issues to be tackled.
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07. By understanding the future directions of companies and their prioritized issues, investors can
appropriately evaluate corporate management strategies [4.] and key performance indicators
(KPIs) and execution plans [5.] that indicate the timeframe for achieving KPIs.

1.2.

Relationship with Society

08. Social issues which change with the times can become risks for companies as well as business
opportunities. It is a crucial management decision for companies to identify social challenges as
risks and opportunities based on corporate philosophies and vision, and also to incorporate these
issues into their business models [2.] and strategies [4.].
09. When evaluating corporate value from a long-term perspective, it is important for investors to
understand corporate philosophies and their relationship with society and how they link with
companies’ competitive advantages and their business model [2.].
10. When companies identify social issues material to their businesses, it is beneficial to take into
consideration the relationship with various stakeholders such as shareholders, employees,
business partners, and local communities [2.2.2.] and relevant global frameworks, such as the
Sustainable Development Goals (SDGs), which have identified shared and global social issues.
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2. Business Model
01. A business model describes how companies generate value for customers and society and grow
corporate value in a sustainable manner. Specifically, it refers to the sequence of processes
whereby a company creates products and services using tangible and intangible resources as
inputs and provides them to customers at prices commensurate with the added value.
02. A business model is not just an outline of a company’s business or profit-earning structure. A
business model can be seen as a “model,” because it describes the systems and methods
whereby the company establishes and maintains its competitive advantage as a blueprint for
realizing the company’s values [1.]. Therefore, if companies have created clear business models,
it suggests that they are likely to have higher levels of growth, profit margins, or capital
efficiency over the long-term compared with their competitors.
03. For investors, the description of a company’s business model should include what the company
does as a business, in which market or field it maintains a competitive advantage and holds an
important position in the value chain, the value it provides through its business, and how it
creates sustainable cash flow as a result. Therefore, the business model is the most important
blueprint for investors in evaluating the company’s sustainable profitability.
04. The most important question for investors interested in the growth of a company’s corporate
value is whether the company can be successful in the face of global competition. For investors
to evaluate the feasibility of the business model from that viewpoint, they must understand the
competitive environment of the market, the management resources and relationships with
stakeholders essential for maintaining the competitive advantage, the main earning sources, and
the profit-earning structure. Investors seek to identify these factors that drive the sustainable
growth of corporate value (“drivers”).
05. When disclosing information or conducting dialogue with investors, companies should link
important elements of their business model, including the items described below, into a
value-creating scenario. In particular, when a company engages in multiple businesses, it is
important to explain the rationale for selecting those businesses, the overall corporate business
model, and the respective business models of the main businesses.
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2.1.

Position in the Competitive Landscape

06. In order to understand a company’s business model and evaluate the model’s feasibility, it is
necessary to identify the value chain and competitive environment of the company’s main
market, the company’s position in the value chain, and the differentiating factors that provide a
competitive advantage.
07. For management, presenting their viewpoints and recognizing gaps between corporate and
investor perspectives through dialogue is an important opportunity to review and revise their
business models and strategies [4.]. In particular, it is beneficial for companies to know whether
their assessments of sources of competitive advantages are regarded as such by the investors
who compare multiple companies for these qualities.

2.1.1. Position in the Value Chain
08. What kind of value-add a company provides in the various processes ranging from upstream to
downstream in the value chain constitutes the core of its business model.
09. Investors attempt to understand which of the various players in the value chain is setting the
direction of the value chain by providing the greatest or most critical value-add, the influence
and leadership that the company has, and whether there are ways of increasing its influence and
leadership.
10. If a company communicates its view concerning these matters to the investors, it will increase
their understanding. In doing so, it is important for the company to explain the sources of its
products’ and services’ success in the market and with customers, rather than describing the
detailed specifications of the products and services.
11. In the case of companies that provide products and services for business users, identifying both
direct and final product consumers and the company’s specific value-add in the value chain will
be useful for increasing investor understanding.

2.1.2. Differentiating Factors
12. In order for companies to create and maintain competitive advantages in the face of changes in
the market and competition, it is important that their business models have factors that
differentiate them from competitors.
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13. In evaluating companies’ business models, investors require information concerning their
competitive positions in the market and the future prospects, and in particular factors that
differentiate the company from competitors. In this respect, it is important for companies to
understand that what investors need is not classified information (which, if leaked, could put the
companies at a competitive disadvantage), but an overview of the differentiation factors that
enables investors to appropriately understand the business models.

2.2.

Essential Elements for Ensuring Competitive Advantage

14. If companies identify the resources, assets/liabilities, and their relationships with stakeholders
that are the key to maintaining their competitive advantages and enhance their efficiency by
investing to maintain and strengthen these elements, the sustainability of their business models
will improve.
15. When investors assess the future potential and sustainability of companies’ business models, it
is necessary to understand those elements and how the companies intend via their corporate
strategies [4.4.] to maintain and strengthen the elements through resource allocation and
investment.
16. In particular, the greatest threat to company business models is their failure to consistently
secure resources or losing available resources. For investors, how companies recognize and
intend to deal with this risk is important information.

2.2.1. Management Resources/Intangible Assets
17. Companies that maintain competitive advantages and grow their corporate value in a
sustainable manner possess essential management resources and assets for providing customers
with unique value that cannot be easily acquired or emulated by competitors. Because the
determining factor of companies’ competitiveness and sustainable profitability lies in securing
and enhancing intangible assets such as human capital, technology, knowhow and intellectual
capital, rather than physical expansion of equipment and facilities, appropriate evaluation of the
intangible assets not listed in financial statements is crucial for corporate managers and
investors.
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18. Companies should identify the essential resources and intangible assets for maintaining their
competitive advantages and communicate, together with their strategies [4.], the necessary
investment (e.g., acquisition, resource allocation, and training) for developing and reinforcing
those resources/assets. Companies should also comprehensively explain, together with their
performance and the KPIs [5.], how those resources/assets contribute to value creation and
sustainable profitability and within what timeframes and methods they evaluate the effect and
efficiency of the investment based on objective facts. These efforts will promote appropriate
evaluation of companies by investors.
19. Because essential management resources and assets should be regarded as facets of
value-creation scenarios specific to individual companies, they should not be evaluated by a
uniform standard. However, it will be useful for obtaining investors’ understanding if
companies explain their competitive advantages keeping in mind the competitive environment
in the business fields and sectors in which their businesses operate.
20. When doing so, it is important for companies to indicate how they recognize and plan to
respond to risks/threats of infringement and disruption of their key resources/assets and
reduction or elimination of their competitive advantages. For investors, appropriately assessing
the impact of such risks/threats, together with the risk factors related to sustainability, such as
ESG factors [3.], is critical for making long-term investment decisions and conducting
stewardship activities.

2.2.2. Relationships with Stakeholders to Support Competitive Advantage
21. For companies to maintain competitive advantages and execute on their business models, it is
essential to develop good relationships with various stakeholders, including suppliers, business
partners, customers, local communities and public organizations. Companies should explain
how their relationships with stakeholders should be and indicate how they are developing the
relationships from a strategic perspective based on their values.
22. For evaluating the sustainability of business models [3.], information concerning relationships
with the various stakeholders is also critical. In many cases, ESG information sought by
long-term investors provides information on how companies view their relationship with
society, including whether they view the relationship as a risk or an opportunity, and what
actions they will take from a strategic perspective. Therefore, integrated explanation of these
issues is important for sharing understanding with investors.
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23. Furthermore, when there are not only stakeholders involved through formal contracts or
business relationships but also stakeholders who support or collaborate with the company out of
sympathy, it is beneficial for investors if companies indicate how they intend to maintain the
relationships with this type of stakeholder.

2.2.3.

Profit Structure/Drivers

24. When investors attempt to understand company business models, they pay attention to what
factors (“drivers”) generate earnings, leading to growth in returns, including revenues and
profits, and whether those drivers will continue into the future. These drivers serve as a shared
language in dialogue between companies and investors.
25. Investors look at drivers linked to profits and corporate value from various perspectives. For
example, they evaluate increases in production volumes, product price increases due to
increased value-add and cost reductions from the perspective of factors related to growth
(“growth drivers,” such as the market, demand trends, and convenience breakthroughs), factors
that determine the supply capacity (“supply capacity drivers,” such as production capacity,
workforce, R&D, and technology), and factors related to profit margins (“margin drivers,” such
as pricing power, cost control capability, and the fixed and variable cost structure), as well as
factors existing inside and outside of the company (internal and external drivers).
26. Therefore, when companies explain their business models and profit structures through dialogue
with investors, it is beneficial if they bear in mind those drivers and link them with their
strategies [4.] and financial results and KPIs [5.].
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3. Sustainability/Growth
01. For companies to grow their corporate value in a sustainable manner, it is essential not only that
they have clear business models but also that their business models are sustainable and have
growth potential. To ensure that, companies must first identify factors that may pose a threat to
the sustainability and growth of their business models.
02. Although many threats are risk factors for companies, they can also be important business
opportunities. If companies overcome threats, they can gain sustainable competitive advantages.
Sustainable growth requires companies to make continuous changes by responding to changes
in business environments, and not just doing the same thing over a long period.
03. From a long-term perspective, a company’s relationship with society is critical and a
prerequisite for its survival. Maintaining a positive relationship and providing value to society
are of utmost importance, and will grow corporate value.
04. From this viewpoint, investors with long-term perspectives attach importance to ESG
(environmental, social, and governance) factors. For investors, it is important to understand
how companies understand the materiality of ESG factors to the sustainability of their business
models and the ESG factors’ linkage with the growth of corporate value over the long-term,
rather than looking at ESG in isolation.
05. In particular, institutional investors are required to understand the business risks and
opportunities for investee companies and matters that may undermine corporate value from the
perspective of fulfilling their stewardship responsibilities for their clients and beneficiaries. For
instance, it is important for institutional investors to understand how ESG factors relate to and
affect the business risks, opportunities, and corporate value.
06. When disclosing information or engaging in dialogue with investors, companies should identify
the risks to the sustainability of their business, including the items described below, and explain
how they intend to create value in a sustainable manner through their strategies [4.].

3.1.

Recognition of ESG Factors

07. Particularly for investors with long-term perspectives, the importance given to ESG factors in
evaluating their investments is growing. Such investors evaluate ESG factors to assess their
impact on the sustainability of the business model and feasibility of strategies, rather than
evaluating respective ESG factors in isolation.
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08. The concept and scope of ESG factors vary widely. While some investors regard them as a
source of excess return, most investors view them as risk factors over the long-term. Moreover,
investors recognize that there are differences in nature between the environmental and social (E
and S) factors, which are closely related to corporate sustainability, and the governance (G)
factor, which is seen as a discipline and prerequisite for growing corporate value.
09. Therefore, companies should indicate the social and environmental factors material to their
corporate value and business models over the long-term and risks to the continuation of their
business and the impact. Companies should also explain their responses to the risks and
strategies for turning the risks into opportunities [4].
10. When companies identify material ESG factors, keeping in mind the items widely recognized
(e.g., in global frameworks or organizations) as major risk factors in their industrial sectors is
useful for obtaining investors’ understanding. The objective is not merely to follow the
framework and items recommended by various organizations. Companies should identify and
explain the items to which they are committed, in consideration of the effects on their corporate
value.
11. With respect to the governance factor, keeping in mind the issues described in the Governance
section [6], it is important for companies to consistently execute strategies to implement their
business models and earn investors’ trust that discipline and incentives work to grow corporate
value in a sustainable manner under companies’ governance systems.

3.2.

Relationships with Key Stakeholders

12. If a company is to maintain the sustainability of its business, it is necessary to maintain and
strengthen its relationships with stakeholders [2.2.2.]. In particular, from a long-term
perspective, if companies design business models that minimize conflicts of interest with
stakeholders while supporting their shared interests, their social value will increase.
13. Investors believe that creating value for non-investor stakeholders also leads to the sustainable
and stable provision of value to investors, so they are interested in how companies engage with
key stakeholders and how they reflect the results of that engagement in their business.
14. Companies should communicate to their investors how they develop relationships with key
stakeholders and what measures they implement in order to maintain the relationships based on
their corporate values [1.].
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3.3.

Risk in a Changing Environment

15. The business environment surrounding companies has become increasingly complex. The fact
that companies are connected with the world through IoT (Internet of Things) and that their
domestic businesses are affected by overseas events through supply chains increases the scope
and impact of risks and uncertainties. How companies recognize and respond to such risks and
uncertainties is important for their sustainability and growth.
16. The risks and uncertainties that should be taken into consideration by companies vary
depending on the industrial sectors in which their businesses operate. In particular, the items
described below are risks to be considered across all sectors.

3.3.1. Speed and Impact of Technological Change
17. With the progress of the Fourth Industrial Revolution, rapid technological evolution and market
entry from various industries may pose risks to the competitive advantages or sustainability of
companies. In particular, disruptive innovations created by competitors may mean risks that
threaten the survival of a company.
18. Companies should communicate to investors how they identify and respond to such
technological changes and timeframes of the impacts on their competitive advantages, linking
these factors with their corporate strategies, including investment in R&D and human capital
[4.].

3.3.2. Country Risk
19. For companies conducting business globally, country risk is a factor that may significantly
affect the sustainability of their business models. It is important for companies to identify and
analyze material country risks to their business as part of their external environment and share
the results and strategies based on that analysis with investors. Sharing analyses of companies
and investors with respect to country risks will provide companies with insights and
opportunities to test and review their hypotheses.
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3.3.3. Cross-Border Risk
20. In a situation where companies’ businesses and their supply chains extend across multiple
countries, responding to changes in local laws and regulations and to social responsibilities
constitute both cost factors and long-term risk factors. Explaining and obtaining the
understanding of investors on the significance of and response to these challenges, such as
securing resilient supply chains, will contribute to the shared interests of stakeholders, including
investors.
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4. Strategy
01. The main objective of a strategy is to realize a sustainable business model by maintaining and
strengthening companies’ resources, assets and relationships with stakeholders, which
constitute sources of competitive advantage, and prepare for business risks. Companies can
acquire growth potential through the execution of strategies, gain trust of stakeholders,
including investors, and create shared value for the stakeholders.
02. Companies should communicate to investors their strategies to secure and reinforce
management resources and other factors that underpin the competitive advantages of their
business models to improve their position [2.1.1] in the value chain.
03. Companies should also explain to investors their strategies for ensuring sustainability of their
business [2&3], including how they will incorporate social challenges (e.g., ESG) into their
value creation process over the long-term and how they will develop relationships with
stakeholders.
04. When doing so, it is important for companies to explain how they measure the success of
strategies (performance and KPIs [5.]) and reflect these evaluations in future activities.

4.1.

Improving Company Positions within the Value Chain

05. It is important for deepening investors’ understanding that companies indicate the goals of their
strategies and explain how they secure and reinforce their resources, assets, and relationships
[4.2., 4.3.]. Explaining their strategies of investment and business portfolios [e.g., 4.4.] in a
consistent manner is also important.
06. For example, strengthening the influence and leadership in the value chains [2.1.1.] on which
the business models rely is an important strategic goal.
07. If companies provide an overview of strategies to maintain or change their position in the value
chains, and whether they have proper systems to execute such strategies, investors can
understand the companies’ resilience against changes in the environment, which is a factor
essential for making investment decisions from a long-term perspective, and appropriately
evaluate their business models and strategies.
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4.2.

Securing and Enhancing Management Resources and Intangible Assets

08. Important elements of corporate strategy include the strategic investment to secure and develop
resources and intangible assets that constitute the source of their competitive advantages [2.2.1.]
and the deployment of the resources/assets to provide value to customers and grow corporate
value in a sustainable manner.
09. Indicating the expected timeframes and the methods for evaluating strategies in the context of
KPIs [5.] is important for allowing investors to assess corporate strategies and execution
capability.
10. On company balance sheets strategic spending on intangible assets are not recognized as assets,
so strategic investment in those assets to grow corporate value over the long-term is treated as
expenses for the current expenditure. Moreover, disclosure concerning intangible assets is not
always linked with companies’ business models and business portfolios/segments. Therefore,
investors may regard strategic investment in intangible assets merely as inefficient expenditures
that reduce profits. Investment in tangible assets (e.g., equipment and facilities) recognized as
assets on the balance sheet is not necessarily explained in relation to the business model or
strategy either.
11. Therefore, in order for investors to appropriately evaluate strategic long-term investment by
companies, description of the scale and contents of such investments and their contribution to
sustainable

value

creation

is

important.

Communicating

that

information

with

qualitative/quantitative data together with the benchmarks and methods for evaluation is also
useful. In this respect, “capitalizing” such investment (expenditure) with the life of the
investment generating cash flow is useful information for investors to assess the return on
investments.
12. Indicating alternative measures to be taken in the event that key resources or assets are lost, such
as making up for the loss with other resources/assets, is also important for gaining the trust of
investors.
13. Strategic investment in key management resources and intangible assets varies by business field

and industrial sectors. Companies may refer to the following elements and incorporate them
into their communication with investors.
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4.2.1. Investment in Human Capital
14. The fundamental element that supports a company’s competitive advantages and innovations is
human capital. Therefore, how companies recognize and invest in human capital, including
acquisition, training, and utilization, and how they evaluate the contributions of such investment
to their corporate value, is critical.
15. For investors, corporate policies for acquisition, motivation, education, and training of human
capital in different layers, including top/middle managers, researchers/professionals, and
rank-and-file employees, and resource allocation and methods used (e.g., processes and
evaluation systems) with respect to these activities is important information for evaluating
long-term corporate value.
16. With respect to securing, selecting, and training top managers, companies should indicate
processes, remuneration systems, career backgrounds, and experiences in relation to governance
[6.] in accordance with the roles expected of the managers. When doing so, it is also important
for companies to clarify what capabilities and attributes they require top managers to possess
and how they intend to ensure the diversity of the management team based on their values [1.]
and business model [2.].
17. The presence of key personnel linked to companies’ competitive advantages, such as researchers
and professionals, and measures for hiring and training such personnel are important
information for investors. How companies motivate employees and exploit their capabilities in
order to increase productivity and quality of engagement (including work style reform) is also
important information for investors.
18. In accounting terms, investment in acquiring and training personnel is often hidden among

current expenditures in the form of training expenditures, compensation, or other items.
Measuring the effect of investment in human capital is of utmost importance for management
and also useful information for investors.

4.2.2. Investment in Technology (Intellectual Capital)
19. Technology in the broad sense of the term, i.e., intellectual capital, is a source of both
differentiation and competitive advantage for companies. Turning tacit knowledge such as skills
and knowhow into explicit knowledge throughout the business processes, including R&D,
business development, production, distribution, sales, and service provision, in order to create
innovation is an important management challenge for companies.
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20. In order to evaluate their competitiveness, companies need to understand whether and to what
extent their technology is superior to those of competitors. If their technology is currently
inferior, how the company intends to overcome the disadvantages and at what speed, are also
important information for investors to evaluate companies’ strategies.
21. It is beneficial for investors to understand companies’ technologies if companies provide
various opportunities for communicating with investors such as factory tours or technology
seminars in addition to general information disclosures.
22. The technology/intellectual capital of companies varies depending on the business field and
industry. Described below are important points for corporate disclosure and dialogue with
investors regarding R&D and IT/software investment, which concern many companies.

4.2.2.1. R&D Investment
23. Developing a strategy that connects R&D investment to competitive advantage and creates
intellectual assets that contribute to the sustainable growth of corporate value is an important
challenge for the managers/directors of companies. Investors need to understand this in
evaluating company’s value creation capacity from a long-term perspective.
24. On the other hand, it is difficult to objectively evaluate how R&D investment contributes to
profitability and corporate value (i.e., R&D efficiency) for various reasons: the causal
relationship is complex, because a typical research project leads to multiple development
programs; basic research does not directly lead to product development; and generating earnings
takes a long time.
25. The focus of attention for investors when they evaluate a company’s R&D investment is how
the investment is positioned within its business model. For example, it would be beneficial if
companies disclosed not only the total amount of R&D expenditure but also R&D expenditure
by segment and provided objective data that indicate the market viability of their R&D,
possible changes in their position(s) in the value chain, and the source of their advantages (e.g.,
the specialties and number of researchers). Information on the useful life of R&D is also
informative for investors’ evaluation.
26. Concerning patents and licenses acquired as a result of investment, investors focus their
attention not only on the numbers of patents, etc., but also on their quality in terms of whether
they are useful in creating barriers to entry for other companies.
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27. These information items are generally monitored by companies and are often disclosed in some
way or another. The focus of attention for investors is not classified information that may affect
the competitive conditions of companies, but how companies position the information items
under their business models and strategies, and from what viewpoint and based on which facts
performance is evaluated.
28. Moreover, R&D investment is also an important element from the viewpoint of either creating

or responding to the disruptive/discontinuous innovations mentioned in 3.3.1. By definition,
such innovations are difficult to evaluate at the investment stage. However, it is beneficial for
investors if companies explain the importance of the social challenges and markets that underlie
their R&D fields and directions, specific targets for generating earnings, and unconventional
organizational structures and methodologies used to create such innovations.

4.2.2.2. IT/Software Investment
29. The Fourth Industrial Revolution has created a situation where the introduction of IT systems
and development and integration of software programs should be treated not only as a business
cost but also as part of the intangible asset investment that constitutes a source of a company’s
growth and competitive advantage. It would be beneficial if companies shared objective facts
and evaluation methods with respect to how their investment enhanced their technological
superiority and within what period of time they expect to start generating earnings under their
business models.

4.2.3. Investment in Brand and Customer Loyalty
30. Corporate brands and customer bases represent the trust in companies and their products and
services that has been gained through their past activities. Considering what investment to make
in order to develop and enhance brands and customer bases, which are intangible assets, is a
strategic investment decision.
31. Although the asset value of brands and customer base does not appear on the balance sheet, their
value declines if nothing is done to maintain or grow them, as with the value of equipment.
From that viewpoint, some companies evaluate how much the brand value declines each year
and report the amount of investment intended to make up for the decline.
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32. There are different views of brands and customer bases between corporate managers and
investors. While corporate managers tend to believe that these values are difficult to quantify,
investors consider that the value should somehow be quantified. For example, investors assume
that a company’s brand superiority is reflected in their profitability through their pricing power
and their influence in the value chain. Investors also believe that the development of customer
bases and customer loyalty leads to reduced expenditures in sales activities, improvements in
contract renewal rates for contract-based services, and decreases in the costs of obtaining new
customers or preventing contract cancellations.
33. Therefore, it would be effective in deepening the understanding of investors if companies
showed that they are measuring and monitoring those effects, by sharing strategic objectives that
incorporate the effects of those investment and activities intended to maintain the superiority of
their brands and customer bases.

4.2.4. Organizations
34. Deciding how companies are organized and operated is one of the most important management
decisions. Reorganization indicates both management’s recognition that existing business
models cannot adapt to changes in the competitive environment and their intention to develop
new business models.
35. For investors, verifying the objectives and process of a company’s reorganization, its relevance
to their strategies, the organization’s decision-making/operational processes, and the relevant
KPIs, are important issues.
36. It is beneficial for investors if companies explain their views concerning the above items and
continuously show the results of reorganizations together with the progress of the KPIs [5.].
37. How companies develop and enhance their relationships with business partners or their
franchises in the value chain and how they establish production and supply systems, including
distribution systems, are also important elements of corporate strategies.
38. In particular, for companies whose supply chains, including group companies, are the source of
their competitive advantages, strategies for maintaining resilient supply chains is information
that investors should obtain and understand.
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4.2.5. Investment to Accelerate Growth
39. Strengthening business models and accelerating growth by forming alliances with or acquiring
companies with desirable technologies, networks, or human capital and investing in resources
and intangible assets, are important strategies for companies.
40. Facing rapid technological evolution and change, companies are expected to explain to

investors how they intend to complement and enhance their competitive advantages through
open innovation and M&A in relation to their business portfolio [4.4.1.]. It is also important to
explain the governance structure with respect to business divisions and subsidiaries, including
monitoring systems to be developed after the acquisition and the division of responsibilities
with alliance partners.

4.3.

Strategy for ESG Integration

41. How companies manage risks related to ESG challenges that they have identified and integrate
measures to mitigate any impacts on their strategies is valuable information for investors.
42. It is essential for companies to indicate within their strategies whether/how they recognize ESG
factors not only as risks/threats but also as opportunities to strengthen their business models.
Strategic investments and resource allocation to this end is also important information.
43. For companies conducting global business activities in particular, it is useful to keep in mind
creating “shared value” (CSV), meaning that a company’s efforts to grow its corporate value in
a sustainable manner contributes to the resolution of societal challenges. One of the frameworks
identifying global societal challenges is the Sustainable Development Goals (SDGs) and
companies may prioritize their activities, taking into account the SDGs, based on their corporate
philosophies [1.] as well as their assessment of the social and environmental impact of their
business operations.
44. Referring to frameworks concerning globally recognized societal challenges is useful for
promoting global investors’ understanding of their activities and promote constructive dialogue
with them. Engaging in global discussion and dialogue may also allow companies to recognize
previously untapped and unnoticed advantages and value they possess.
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4.4.

Capital Allocation Strategy

45. Growing corporate value in a sustainable manner by optimizing management resources and
capital allocation, including investment in tangible and intangible assets, is an important
decision for corporate managers/directors.
46. In order to optimize resources and capital allocation, it is important for companies to monitor

and evaluate the contribution of respective investment to the growth of their earnings and
corporate value over the long-term [2.].
47. For investors, it is important to understand not only companies’ investment decisions

concerning individual resources/assets [e.g., 4.2] but also how they develop the business
portfolios and link respective resources and assets under their overall strategies.

4.4.1. Business Portfolio Management, including Exit Strategies
48. In order to encourage investors to support corporate strategies and make long-term investments,
it is important for companies not only to steadily execute their strategies but also to clearly
communicate their business portfolio management, including strategies for M&A and business
exit (e.g., sale of business operations).
49. As the resources possessed by individual companies are limited, investors attach importance to
management decisions on exiting businesses that are not expected to contribute to the growth of
corporate value, while allocating resources to priority businesses for the purpose of securing and
maximizing management options and freedom. By explaining their long-term strategies,
including their approach to business portfolio management and its relationship with governance
[6.], companies gain the trust of investors.

4.4.2. Measuring Intangible Assets and Monitoring Investment Returns
50. Failing to appropriately recognize and quantify the value of intangible assets in the same manner
as tangible and financial assets could impede the optimization of resource and capital allocation
(insufficient or excessive investment) by companies. In particular, in order to “capitalize”
investments (expenditures) in intangible assets that grow corporate value over the long-term, it
is necessary to introduce appropriate timeframes and methods of measurement. If the
contribution of investments to corporate value is properly evaluated, it will be useful in
formulating and executing strategies and increasing the understanding of investors for these
underlying investments.
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51. In the food and daily products industries, for example, there is an initiative to improve
profitability by optimizing expenditures on product brands, sales promotion, and advertisement.
For example, one company is dividing products into groups based on brand superiority,
reducing the sales promotion expenditures per group and allocating the cost savings achieved to
advertising expenditures for superior brands.
52. For companies, continuously monitoring and demonstrating the results of investments is
important in enabling investors to engage in dialogue with the companies and to evaluate
companies’ strategies for resource/capital allocation based on shared understanding of
timeframes and perspectives.
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5. Performance and Key Performance Indicators (KPIs)
01. Discussing plans for the next 100 years without demonstrating past achievements does not gain
the trust of investors. If companies want to attract investors they must first demonstrate the
economic value they have created and indicate how corporate managers analyze and evaluate
their financial performance.
02. From this perspective, it is beneficial for companies to set key performance indicators (KPIs) as
benchmarks for growing corporate value throughout their businesses and as a yardstick to
measure the achievement of their objectives and share the KPIs with investors. Setting KPIs
and sharing evaluations of progress on specific objectives is important for companies to
enhance their accountability to investors and gain their trust.

5.1.

Financial Performance

03. Sustainable growth of companies can be realized by achieving performance (cash-on-cash
return) above the cost of capital over the long-term. Investors can make long-term investments
in companies in expectation of sustainable value creation.
04. Therefore, how management evaluate and analyze the result of their value creation, business
performance and financial circumstances, in the process of executing the strategy for growth of
corporate value, is an important element that investors take into consideration.

5.1.1. Management Discussion and Analysis (MD&A)
05. Companies can review their existing business models and strategies and the business
environments that have affected the models and strategies by analyzing and evaluating current
financial conditions and business performance (e.g. financial results for the current fiscal year).
06. It is beneficial to use the review as an opportunity to revise strategies and set effective and
appropriate KPIs.

5.1.2. Creation of Economic and Shareholder Value
07. When companies aim to grow their corporate value over the long-term, they should review the
economic/shareholder value that has increased and communicate the results to investors. For
example, they should indicate the total shareholder return (TSR; the increase/decrease in the
share price plus dividends) if investors had possessed their shares over the past five to ten years
and how shareholders who made long-term investments in the companies have been rewarded.
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08. Analyzing corporate outcomes, including business strategies, investments made and the cash
flow and profit generated thereby, is important for enhancing the effectiveness of future
strategies and gaining the trust of investors.

5.2.

Setting Strategic KPIs

09. Although sharing KPIs with respect to the creation of overall corporate value, such as ROE
(Return on Equity) and ROIC (Return on Invested Capital), is beneficial, those KPIs alone are
not sufficient to convince investors to invest in a company, because it is difficult to grasp the
linkage between specific actions companies intend to take and those KPIs.
10. Therefore, companies should formulate forward management plans in line with their own
strategies [4.] and set company-specific quantitative/qualitative KPIs in order to monitor the
progress of the plans.
11. As changes to KPIs can be regarded as significant revisions to strategy, companies are expected
to explain the reason for these changes to investors.

5.3.

Designing Linkages between Corporate Value Creation and Specific KPIs

12. In some cases, the linkage between company-specific KPIs and more general KPIs that relate to
corporate value (e.g., ROE, ROIC) can be difficult to discern. For example, if the
company-specific KPIs are too detailed, investors may find it difficult to understand and
evaluate them.
13. Therefore, companies should set KPIs in such a way that the breakdown of more general KPIs
can be linked with the company-specific KPIs, or in such a way that the total results expressed
through the individual KPIs can lead to the more general KPIs.
14. If companies provide such a structure of the KPIs, investors can monitor and evaluate the
performance in light of company-specific KPIs and understand them in relation to other
information items, including organizational design and outcomes, performance evaluations, and
remuneration.

5.4.

Awareness of Cost of Capital

15. Fostering awareness of KPIs for the creation of corporate value and communicating strategies
that ensure a return greater than the cost of capital in making corporate investment decisions is
important for gaining high regard from investors.
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16. Cost of capital refers to the rate of return expected by the market. While “weighted average cost
of capital” (WACC) is a quantitative measure that takes the weighted average cost of a
company’s equity capital and debt capital, there is no absolute definition of a company’s cost of
capital. It is important for companies to recognize the variety of factors that underpin a
company’s cost of capital, including the trust and expectations of investors, and communicate
their views on their cost of capital as part of their awareness of their creation of economic and
shareholder value.

5.5.

Progress Evaluation

17. After the establishment of KPIs, reporting to investors on the status of KPI achievement is
important. In particular, if companies fail to achieve KPI targets, explaining the reason for
failure in reference not only to the business environment but also to their business models and
strategies is important for obtaining investor understanding.
18. It is beneficial for companies to refine their strategies on an ongoing basis through dialogue with
investors in order to reduce their susceptibility to the business environmental and to develop a
PDCA (plan-do-check-act) cycle to strengthen their management capabilities. For investors, it is
important to understand KPIs and companies’ underlying strategies to increase their confidence
in companies.
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6. Governance
01. It is imperative for investors that companies steadily execute the strategies that underpin their
business models [4.] and possess appropriately functioning governance systems that exert
discipline to grow corporate value in a sustainable manner. By confirming the functioning of
corporate governance, investors can trust and invest in companies with confidence.
02. Companies should clearly communicate the effectiveness of their governance systems through
information disclosure and dialogue with investors with particular reference to the items
described below.

6.1.

Ensuring the Strength of the Board

03. For investors, the sustainability of companies’ governance systems is an essential data point in
making investment decisions. Investors focus their attention on whether companies elect top
management/directors suitable for resolving challenges in the execution of corporate strategies,
whether performance-based evaluation is conducted, and whether appropriate governance
systems can be continuously ensured.
04. Companies should share management priorities and major challenges with investors and
indicate the qualifications for top management that are necessary for resolving challenges,
together with the systems for electing and fostering qualified managers and clear succession
plans. Companies should also demonstrate that their board of directors is capable of ensuring
such systems.

6.2.

Skill and Diversity of CEOs and Senior Executives

05. Investors expect that the top management ultimately responsible for the business (the
president/CEO responsible for making management decisions, inside directors/executive
officers responsible for executing business plans) possess the required qualifications and
capabilities for steady execution. Furthermore, investors consider it important that companies
ensure a sufficient diversity of attributes, experiences, and other elements are present in the
board and executive team so that they can exercise their roles as a unit, and that a highly
transparent and objective decision-making process exists.
06. Companies should provide information concerning the qualifications of the board and executive
team with investors and effectively use feedback gained through dialogue with investors.
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6.3.

Skill and Diversity of Non-Executive Directors

07. Investors expect that directors mainly responsible for supervision of business execution (i.e.,
non-executive directors) hold an independent and objective position and a will to act with
independence and objectivity from the viewpoint of securing general shareholders’ interests.
Furthermore, investors expect individual non-executive directors to have sufficient capabilities
and experiences to allow them to discuss with executive directors on an equal basis. Further,
non-executive directors are expected to act and contribute to monitoring conflicts of interest
with general shareholders by ensuring diversity of expertise among non-executive directors.
08. Companies should provide information concerning the career backgrounds and attributes of
non-executive directors and the roles that they have actually played. As necessary and
appropriate, non-executive directors should also be involved in dialogue with investors.

6.4.

Monitoring Strategic Decisions

09. Investors often insist that highly competent directors who represent the shareholders
appropriately supervise/monitor and evaluate strategic decisions by top management.
Companies should explain the supervision and evaluation systems and the results of
monitoring.

6.5.

Shareholder Return Policies

10. For investors, shareholder return is an essential source of income, and a company’s shareholder
return policy will affect investment decisions. Companies should therefore communicate their
shareholder return policy to investors.

6.6.

Compensation Policies

11. When evaluating companies, investors take into consideration how executive remuneration is
linked to a company’s management strategies and performance, rather than the remuneration
amount alone.
12. Companies should communicate the design of the remuneration system, including the
relationship between remuneration and corporate performance and KPIs [5.] to investors. It is
also important for companies to make efforts to obtain investor understanding and trust in terms
of executive remuneration and its contribution to the growth of corporate value.
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6.7.

Reviewing Board Effectiveness and Identifying Priority Issues

13. Investors hold the board of directors responsible for its decision-making and objective
evaluation of whether its past board decisions were effective. Companies should inform
investors of the results of board evaluations and the challenges to be tackled in order to improve
the effectiveness of the board.
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