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報告書に見るステイクホルダー・コミュニケーションの可能性 
～より良いステイクホルダーコミュニケーションとは～ 

早稲田大学商学部谷本寛治ゼミ 



谷本ゼミ紹介 



谷本ゼミについて 

4月 
ゼミ 
始動 

春学期 
基礎 
演習 

8月 
夏合宿 

9月 
国際 
学会 

研究内容 

企業と社会の関係について、経
営戦略や経営組織など様々な
視点からアプローチしています。 



CSRとは 

CSR（Corporate Social Responsibility） 
 
 

 

企業活動のプロセスに社会的公正性や倫理性、
環境や人権への配慮を組み込み、ステイクホル
ダーに対してアカウンタビリティを果たしていくこと 

 

（谷本寛治 『CSR 企業と社会を考える』より 

 

 

企業の社会的責任 



ステイクホルダーとは 

企業の経営活動に
おいて、相互に影
響を与え合う存在。 

利害関係者 



本研究のテーマ 

より良いステイクホルダー・
コミュニケーションとは？ 



テーマの背景：社会の変化 

企業は経営にCSRを組み込むこと、アカウンタビリティ
を果たすことが市場から要請される 

市場での企業評価基準の変化 

90年代以降グローバル化などの影響で日本にCSR広まる 



テーマの背景：コミュニケーションの変化 

企業 

ステイクホルダー 

従来 

企業 

ステイクホルダー 

現在 

変化する社会の中で 

より良いステイクホルダー・
コミュニケーションとは？ 



プレゼンテーションの構成 

理論編 
•ステイクホルダーコミュニケーション 

•ステイクホルダーエンゲージメント 

• CSR報告書について 

•統合報告書について 

•事例研究への導入 

事例編 
• リサーチクエスチョンに基づいた研究 

•総括 
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理論編 



目次 

１、ステイクホルダー・コミュニケーション 

２、ステイクホルダー・エンゲージメント 

３、CSR報告書について 

４、統合報告 

５、事例研究への導入 



ステイクホルダー・コミュニケーションの定義 

対象をステイクホルダー全般とする、企
業全体で取り組む双方向的なアプロー
チを含むコミュニケーション活動のこと。 

東（2006）をもとに谷本ゼミが定義。 



ステイクホルダー・コミュニケーションの重要性 

企業評価 競争力 

企業価値の向上 

・平時からアカウンタビリティを果
たすことが、市場から正当な評価
を得る条件の1つに 

・次のイノベーションのヒントとなる 

・ステイクホルダーとの信頼関係は
重要な無形資産 



コミュニケーション活動の例 

顧客 

取引先 

従業員 

環境 

地域社会 

株主・ 

投資家 

NPO/NGO 

行政機関 

企業 

• 年次報告書 
•  IR活動 
• 株主総会、投資家説明会 
• 機関投資家訪問 
• 投資家からのアンケート対応 

• 各種マス広告 
• DM（ダイレクトメール） 
• CS（お客様満足度）調査 
• 会社案内PR誌の発行 

• 労使協議 
• 社内報 
• グループ誌 
• 従業員アンケート 



数あるコミュニケーションの中で・・・ 

報告書 
ステイクホルダー 
エンゲージメント 

2点にフォーカスする 

・各ステイクホルダーとのアカウン
タビリティを果たす中心的なコミュ
ニケーションツール 

・経営の重要なプロセスに。 

・社会全体の持続可能な発展に寄与
する活動 



報告書による情報開示 

環境報告書 

• 1990年代～ 

• 1993年 環境庁     
「環境に優しい企業行動指針」 

• 1996年 ISO14001 

CSR報告書 

• 2000年代～ 

• 2003年＝CSR元年 

•多様な国際規格の誕生 
ISO26000/GRIガイドライン 

統合報告書 

• 2000年代終わり～ 

• 金融危機 

• 財務と非財務のリンク 

 

 

 
時代のニーズを反映 

↓ 

絶えず変化 



目次 
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ステイクホルダー・エンゲージメント 
      定義 

企業がステイクホルダーと建設的な対
話を行い、そこでの議論や提案を受け
て、経営活動に反映させていくこと 

（谷本2006） 



ステイクホルダー・エンゲージメント 
      重要性 

・企業を取り巻く複雑な問題に対応するために、ステ
イクホルダーとの相互理解を深め、協働で課題解決
に取組み、経営に活かすことが不可欠となった。 

 

・アカウンタビリティを高めステイクホルダーとエン
ゲージメントを行うことは社会全体の持続可能な発
展に貢献することにつながる。 



エンゲージメントの3つのステップ 

③対応し測定する 

②準備しエンゲージメントを行う 

①考え計画をたてる 

谷本（2006）より 



ステイクホルダー・エンゲージメント 
     現状と課題 

①頻度が少ない 

②内容が形式的 

③ステイクホルダーの設定の問題 

④パフォーマンスの開示不足 



ステイクホルダー・エンゲージメント 
                    現状と課題 

・継続的なダイアログの取組み 

・達成度合いの開示 

マークスアンドスペンサー（英）の例 
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CSR報告書の重要性（メリット） 

•持続可能性の向上 

•社内のCSR意識共有 

•レピュテーションリスクの軽減 
企業内部 

• より正確な企業価値評価 
→非財務情報を考慮 

企業外部 



日本のCSR報告書の現状 

188 190 192 194 196 198 200 202 204 206

2012年 

2011年 

2010年 

2009年 

日経225銘柄企業のCSR報告書発行状況 

KPMGあずさサステナビリティ株式会社（2012）「日本におけるサスティナビリ
ティ報告」を基に、谷本ゼミが作成。 



日本におけるCSR報告書の問題 

 

 
誰に向けて作成されているかが不明確 

ネガティブ/リスク情報の開示が不十分 

ステイクホルダー・ダイアログが貧弱 

第三者認証を導入している企業が少ない 

谷本（2013）より 
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報告書の新潮流 

財務報告書 非財務報告書 

統合報告書 



統合報告書の定義 

• 「組織による、長期的な価値創造に関す  
るコミュニケーションをもたらすプロセス」 

• 「組織の戦略、ガバナンス、実績及び見
通しが、どう企業の価値創造につながる
かについての簡潔なコミュニケーション」 

IIRC コンサルテーション草案より 



統合報告書作成のメリット 

• 財務パフォーマンスと非財務パフォーマンスの相関関係が可視化
される。 

• 重要な情報をキャッチしやすくなる。 

• 情報が集約され、収集が容易になる。 

企業外部 

• 経営者の意思決定の改善 

• 投資家が非財務情報を見る契機になる 

• 取締役会や経営陣の長期的ビジョンの保持と明確化 

• 長期的視点を持った投資家にアピールできる 

• 短期的投資家を長期的投資家に変化させられる 

• 企業内部の改革につながる（部門ごとの繋がりの強化） 

企業内部 

※IIRC コンサルテーションドラフトより 



統合報告書の現状（課題） 

時価総額上位500社の統合報告書作成状況 

40社(2012年) 
（8％） 

株式会社クレアン 「統合レポートの動向2012」より 

22社（2011年） 

Not Integrated, 
But just combined 



目次 

１、ステイクホルダー・コミュニケーション 

２、ステイクホルダー・エンゲージメント 

３、CSR報告書について 

４、統合報告 
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事例研究への導入 

キーステイクホルダーを見極めることが大切である。 

報告書は、説明責任を果たすために時代とともに変
化。 

双方向的なエンゲージメントが重要になってきてい
る。 

新たに統合報告書を作成する潮流が出てきている。 



リサーチ・クエスチョン 

Q1.キーステイクホルダーは誰か？ 

       →どのような情報開示が行われているか？ 

Q2.過去10年の間に報告書は形態はどう変化してきたか？ 

Q3.各業界のエンゲージメントはどうなっているか？ 

Q4.発行されている「統合報告書」はIIRCが定義する基本原則を
満たすものとなっているか？  
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事例編 



 研究対象とする業界＆企業 

 

建設 

 

通信
  

 

製薬 



37 



建設業界 

受注 
資材 
調達 

保守 引渡 施工 

政府 
顧客 環境 

環境 
従業員 
顧客 

コミュニ
ティ 

顧客 
顧客 

コミュニティ 

談合問題 

品質・提案力
向上 

公正な取引 
情報開示 

品質維持 

地域住民と
のコミュニ
ティ形成 

顧客満足度 
グリーン調達 

CSR調達 

環境負荷低
減工・構法 

技術の実践・
開発雇用条

件 

工場現場付
近住民への
配慮 

株主 



通信業界 

インフラ構
築 

サービス
提供 

カスタマー
サポート 

政府 
地域社会 
環境/NPO 

従業員 
取引先 

NPO 

ユーザー 
販売店 
行政 

ユーザー 
従業員 

ユーザー 
従業員 

ユーザー 
従業員 

NPO 

労働条件 
結社の自由 
公正な取引 

CO2排出 

通信障害 
情報開示 

公正な
取引 

通信障害 
健康/安全 
環境 

公正な
取引 

販売店
の教育 

環境破壊
（通信設備
や基地局） 

株主 

契約 営業活動 料金徴収 



製薬業界 

政府 
患者 
社会 

病院 
患者 

政府機関 

競争相手 
顧客 
メディア 

医薬品卸売
会社 

コミュニティ 
NPO 

サプライヤー 

研究機関 
従業員 
投資家 

倫理的議論 
将来世代 
病気 

動物テスト 
臨床実験 
患者 

アクセス 
QOL 
使用後 

偽造医薬品
対策 
MR 

ヘルスケア
システム 
価格 

マーケティン
グ慣行 

雇用条件 
健康・安全・環境 

資源 
偽造医薬品対策 

 

株主 

ニーズ R&D 製造 
マーケ
ティング
流通 

患者 
顧客 



     株主 

IRページ 

• 各業界基本財務情報に加えて内容に工夫あり 

報告書 

•  大成建設：基本的な財務情報のみ 

• KDDI：4つの新セグメントを再編し、「セグメント
別業績報告・分析」、市場概況（モバイル、固定
通信市場データ） 

• 武田薬品：セグメントごとの開示、グループ全体
の危機管理体制、事業等のリスク 
 

共通するSH① 

早わかり！ 
建設業界と大成建設 



株式保有状況 

株式の保有状況に適応して株主へ
の情報開示が行われている。 

共通するSH① 



従業員 
共通するSH② 



建設業界 

受注 資材調達 
保守 引渡 

施工 

政府 
顧客 環境 

環境 
従業員 
顧客 

コミュニ
ティ 

顧客 

環境 
コミュニ
ティ 

談合問題 
品質・提案力向上 
公正な取引 
情報開示 

品質維持 

地域住民とのコ
ミュニティ形成 

顧客満足度 グリーン調達 
CSR調達 

環境負荷低減工・
構法 

技術の実践・開発
雇用条件 

工場現場付近住
民への配慮 

株主 

建造物の完成
後も直接的・間
接的に影響。 



環境についての情報開示 

 

○グリーン調達の実施状況 

○環境負荷低減活動・環境に配慮した新たな
技術開発への取組み 

○施工中の騒音・振動等の低減 

○企業や業界に対する理解向上に向けたコ
ミュニケーションの促進 

○サプライチェーンからどのような方法で資材
を調達しているか 

 

KPIや具体的数値の利用、マテリアル・フロー
などの表示により、 

かなり明確な情報開示がされている 

数値などの表記が乏しい 
取組内容についての情報が不十分 



通信業界 

インフラ構
築 

営業活動 料金徴収 
サービス
提供 

契約 カスタマー
サポート 

政府 
地域社会 
環境/NPO 

従業員 
取引先 

NPO 

ユーザー 
販売店 
行政 

ユーザー 
従業員 

ユーザー 
従業員 

ユーザー 
従業員 

NPO 

労働条件 
結社の自由 
公正な取引 

CO2排出 

通信障害 
情報開示 

公正な
取引 

通信障害 
健康/安全 
環境 

公正な
取引 

販売店
の教育 

環境破壊
（通信設備
や基地局） 

株主 



ユーザーに対しての情報開示 

 
○災害発生時の対策・方針 

○故障等のトラブルが発生した際のカスタマー
サポートについて 

○顧客満足度向上に向けて、顧客からの意見・
要望とそれを受けての改善点 

○通信障害等のネガティブ情報 

 

災害発生時の具体的取組み 
多種多様なカスタマーサポート、サポート体制 

をわかりやすく明示 

経営活動に組み込まれているか不明確 
十分な情報開示がされていない 



製薬業界 

政府 
患者 
社会 

病院 
患者 

政府機関 

競争相手 
顧客 
メディア 

医薬品卸売
会社 

コミュニティ 
NPO 

サプライヤー 

研究機関 
従業員 
投資家 

倫理的議論 
将来世代 
病気 

動物テスト 
臨床実験 
患者 

アクセス 
QOL 
使用後 

偽造医薬品
対策 
MR 

ヘルスケア
システム 
価格 

マーケティン
グ慣行 

雇用条件 
健康・安全・環境 

資源 
偽造医薬品対策 

 

株主 

ニーズ R&D 製造 
マーケ
ティング
流通 

患者 
顧客 

患者→QOLに貢献 
医療従事者→BtoB 



医療従事者・患者に対して 
情報開示 

 

○医薬品の適正使用のための情報提供 

○新薬開発に伴う安全性や有効性のデータ 

○品質保証に関わるサプライチェーン・マネジメント 

 

○顧客満足度向上に向けて、顧客からの意見・要望と
それを受けての改善点 

医療従事者と患者を細かく分類し、 
情報を開示している 

ネガティブ情報とその改善策を明確に開示。 

経営活動に組み込まれているか不明確 
十分な情報開示がされていない 



Q1 総括 

Q1  キーステイクホルダーは誰か？ 

また、どのような情報開示が行われているか？ 

 
同一のSHに対しても業界・企業によって情報開示      
の程度が異なり、工夫もみられた 
    →業界ごとに背景が異なることが影響 
 

各業界ごとに独自のKSH 
   →それぞれ独自の情報開示 



Q1 総括 

各企業ごとに開示内容の独自性を
強めていくべき。 

提案 
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Q2.過去10年の間に、 
報告書の形態はどう変化してきたか？ 
 

 

〇ＣＳＲ元年（2003年）以降、どのように報告書が
変化してきたのかについて考察する。 

 

〇国際規格への準拠の変遷を考察する。 

 

〇比較企業：大成建設（建設） 

        KDDI,Vodafone（通信） 

        武田薬品工業（製薬） 



建設業界（大成建設） 

報告書の変遷 

1994～2003年 環境報告書 

2004年～2005年 環境社会報告書 

2006年～2011年 ＣＳＲ報告書 

2012年～ Corporate Report 
Data Book 
（統合報告書） 
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参照ガイドライン 
 
・環境省「環境報告ガイドライン（2007
年版）」 
・ＧＲＩ（Ｇ3）「サステナビリティ レポー
ティング ガイドライン 2006」 
・ＩＳＯ26000 

＜ピックアップ＞ 
統合報告書は、 

現時点でまだ2分冊制の段階で 
改善の余地があると考えられる 

しかし 
建設業界においては先進的であり、 
他の業界と比べてもＫＰＩは充実！ 

＜変遷のポイント＞ 
●1990年代半ばから、環境報告書
を発行している。 

●耐震偽装問題、談合問題 に
よって社会的信用が揺らぐ。 
          ↓  
     社会的要素を 
    盛り込む契機に！ 



通信業界（ＫＤＤＩ） 

報告書の形態 

２００５ 環境報告書 

２００６～２０１１ ＣＳＲ報告書 

２０１２ 統合報告書 
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＜参照ガイドライン＞ 

・ISO14001 
・環境省「環境報告書ガイドラ
イン（2007年版）」 
・GRI（G3） 
・ISO26000  

 

＜ピックアップ＞ 
2011年東日本大震災の後、 
通信業界のＣＳＲ意識が高まる 

↓ 
今後さらに 

より詳細な情報開示を行う報告書へ 
変化する可能性 

＜変遷のポイント＞ 

●２００４年からアニュアルレ
ポートの中に「環境への取り組
み」が記載されるように！！ 
       ↓ 
     ２００５年の 
   環境報告書発行の礎に 



製薬業界（武田薬品） 

報告書の形態 

２００３ アニュアルレポートのみ 

２００４     環境報告書 

２００５ ＣＳＲ報告書 

２００６～２００８ 統合版アニュアルレポート 

２００９～ 統合版アニュアルレポート 
       ＋ 
ＣＳＲデータブック（WEB） 

＜参照ガイドライン＞ 
・ＡＡ１０００ 
・グローバルコンパクト 
・ＩＳＯ２６０００ 
・ＩＩＲＣフレームワーク 
・ＧＲＩ（Ｇ４） 

＜ピックアップ＞ 
２００９年度よりＣＳＲデータブックを、 

補完資料として活用 
↓ 

様々なステイクホルダーのニーズに合
わせて効率よく 

情報開示が出来るようになった 

＜変遷のポイント＞ 

●「形式面のワンレポート化」か
ら、「内容面のワンレポート化」へ 
●様々な国際ガイドラインを批准 

●ＩＩＲＣのパイロットプログラムに
参加 
●動画、電子ブックを使用 
●ＧＲＩ（Ｇ４）を使用 



国際規格について 

ＧＲＩ（Ｇ3：2006年、Ｇ4：2013年発行） 
  ＵＮＥＰの公認協力機関で、オランダに本部を置くＮＧＯ（ＧＲＩ）の発行する 
  環境・社会・経済的な発展に向けた方針策定、計画立案、具体的取組等を 
  促進する国際的なガイドライン。 

ＩＳＯ26000 
  企業の社会的責任に関する国際規格。 
  「組織統治」、「人権」、「労働慣行」、「環境」、「公正な事業慣行」、 
  「消費者課題」、「コミュニティ参画および発展」という7つの中核課題がある。 

ＩＩＲＣフレームワーク 
 国際統合報告評議会（ＩＩＲＣ）が議論している統合レポーティングに  
 関するフレームワーク 
  

世界的製薬企業を 
目指して！！ 



報告書の変遷図 

建設 通信 製薬 海外
（Vodafone） 

1994年 

2001年 

2004年 

2005年 

2006年 

2008年 

2012年 

環境報告書  

ＣＳＲ報告書 

統合報告書 

2005年から、 
We said, 

We have,We will 
 と題して 

早いうちから将来志向を
もってＣＳＲ経営に 
取り組んでいた 



Q2 総括 

Ｑ2 CSR元年(2003年)以降、この10年間で報告書の  

  形態はどのように変化したか？ 

 

 各業界でＣＳＲに対する意識の成熟度に違いが見られる。 
 →報告書や国際規格の導入時期にも違いがある。 

国際規格 
 →報告書は発展するにつれて様々な国際規格に準拠している。 
  業界ごとにどの国際規格を参照するかには差異が存在する。 

海外企業との比較 
 →海外企業は、日本企業と比較しＣＳＲへの取り組みが早く、 
   ＣＳＲの浸透が早かったことが伺える。 



Q2 総括 

変遷を見てきた結果、今後どのような報告書による       
情報開示を行うのがベストなのだろうか？ 

 

財務情報と非財務情報の相関性が   
明瞭なアニュアルレポート 

（統合報告書） 
           ＋ 

ＣＳＲの補完資料となる非財務情報
を記載したData Book 
（ＣＳＲ報告書） 

 

投資家向けレポート 

＋ 
多様な 

ステイクホルダーへの 
レポート 

↓ 
様々なステイクホルダー 

のニーズに対応 

提案 





ステイクホルダー・エンゲージメント 
   に関するの2つの視点 

企業は状況にふさわしい 
ステイクホルダーを選定しているか？ 

エンゲージメントで得たフィードバックを 
適切に開示出来ているか？ 



SHエンゲージメントの相関図 

顧客 

取引先 

従業員 

環境 

地域社会 

株主 

投資家 

NPO/NGO 

行政機関 

企業 
エンゲージメントは
多様なステイクホル
ダー間において行

われる！ 



3業界のSHエンゲージメント 

製薬 通信 建設 

サービス（製品） 
利用者 

HPや広告を通した情報提供、健
康講座の開催 

カスタマーセンター、投稿
型Q&Aサイト、電波改善

要望サイト、お客様アン
ケート 

顧客満足度調査等 

取引先 行動基準やガイドラインに基づ
いた購買活動、アンケート調査、
意見交換会、説明会、問い合わ

せ窓口 

アンケート調査、お取引
先さま表彰制度、意見交
換会、業務改善会議、
CSR調達説明会 

CSR調達勉強会、 
アンケート調査 

従業員 意識調査、社内イントラネット、
労使協議、カウンセリング、社内
報、武田イズム実践月間、研修 

経営層と社員との意見交
換、スタッフ研修、労使協
議、相談窓口の設置 

環境ミーティング開催、環
境会計の開示 

環境 工場・研究所周辺の地域住民と
の対話 

モバイルリサイクルネット
ワーク 

相談窓口設置、 
労使協議、 

アンケート調査等 

地域社会 ダイアログ、ボランティア活動、
CSR講演 

ケータイ教室、冊子発行 各地域での貢献活動、各
種見学会 

株主/投資家 アニュアルレポート、HPを通じた

情報提供、株主総会、投資家説
明会、IR活動 

株主総会、決算説明会、
投資家さま向けセミナー、
アニュアルレポート、 

株主総会、IR情報、アニュ

アルレポート、決算説明
会 

NPO/NGO 共同プログラムの実施 財団を通じた活動、協働
した活動、助成 

環境保全についての対
話・協働など 



ステイクホルダー・エンゲージメント 
   に関するの2つの視点 

企業は状況にふさわしい 
ステイクホルダーを選定しているか？ 

エンゲージメントで得たフィードバックを 
適切に開示出来ているか？ 



建設業界‐ダイアログ 

実施年 テーマ 呼ばれたステイクホルダー 

2012 BCPを通して見えた大成建設の
企業としての使命 
 

・（株）大和総研CSR部長 
・(NPO)人と組織と地球のための国際研究
所 所長 

2011 持続可能な社会の構築ために
大成建設に寄せる期待 
 

・(NPO)社会的責任投資フォーラム 会長 
・サステナビリティ日本フォーラム 理事 
・CSR デザイン&ランドスケープ(株) 代表  
・（株）日経BP社 環境経営フォーラム事務
局 生物多様性プロデューサー  

2010 ワークライフバランスとダイバー
シティ 

・（株）大和証券グループ本社 CSR室長 
・日本社会研究情報センター 教授 

2011年 
東日本大震災を受けて 

2010年 
ISO26000の導入を受けて 

◆状況に合わせたダイアログテーマの 
  設定が出来ている。 
◆招聘されたステイクホルダーと 
  ダイアログテーマが合わない場合も。 



通信業界 
①ダイアログ 

年度 テーマ 招聘されたステイクホルダー 

2012年度 第1回「人権」と「労働慣行」、 

第2回「消費者課題」、 
第3回「環境」 

（株）損保ジャパンCSR部 上席顧問、 
ダイバーシティ&キャリアアドバイザー 

（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサ
ルタント協会、 
株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所 
所長 
（株）国際社会経済研究所代表取締役社長/
元ISO26000国内委員会委員 
早稲田大学 環境総合研究センター准教授/
（株）早稲田環境研究所会長 

2011年度 被災地の方々との意見交換会 一般社団法人おらが大槌夢広場の方々 

2010年度 4つの重要課題とこれから
のKDDIへの期待 

経済人コー円卓会議日本委員会事務局長、 
バルディーズ研究会共同議長、 
CSOネットワーク共同事業責任者 

2011年度のISO26000導入より 

東日本大震災発生より 

時代の要請に合わせたテーマ設定をしていた 
 

⇒問題点：招聘されたステイクホルダーに偏り
が見られる 



製薬業界―ダイアログ 

「タケダ・ウェルビーイング・プログラム」 
・・・長期療養の子供とその家族をサポートする市民団体を支援する助成プログラム。 
   この市民団体とダイアログを行っている。(2009-2012年の間に計4回） 

2012年 
• 「長期療養の子供達と家族」と
いう社会的課題に対する社会
一般の認識の向上 

• 特に医療従事者、医療系学生
への「長期療養の子供達」とい
う社会的課題の認知 

• 「タケダ従業員の関与」の促進 

2013年 
• 「長期療養の子供達と家族」とい
う社会的課題に対する社会一般
の認識の向上 

• 「タケダ従業員の関与」の促進 

• 本プログラム5周年記念事業の
開催 

◆ダイアログへの参加メンバーや関係者、またその 
 具体的な内容の情報が開示されていない。 
◆武田薬品の経営活動の中核に組み込んでいく 

 ダイアログとして、ステイクホルダーの選定が不適
切。 



企業は状況にふさわしい 
ステイクホルダーを選定しているか？ 

①のまとめ 

招聘したステイクホルダーの情報が公開
されていない 

専門性をもったステイクホルダーを選定でき
ていない 

招聘したステイクホルダーに偏りがみられる 



ステイクホルダー・エンゲージメント 
   に関するの2つの視点 

企業は状況にふさわしい 
ステイクホルダーを選定しているか？ 

エンゲージメントで得たフィードバックを 
適切に開示出来ているか？ 



実施年 テーマ 呼ばれたステイクホルダー 

2012 BCPを通して見えた大成建設の
企業としての使命 
 

・（株）大和総研CSR部長 
・(NPO)人と組織と地球のための国際研究
所 所長 

2011 持続可能な社会の構築ために
大成建設に寄せる期待 
 

・(NPO)社会的責任投資フォーラム 会長 
・サステナビリティ日本フォーラム 理事 
・CSR デザイン&ランドスケープ(株) 代表  
・（株）日経BP社 環境経営フォーラム事務
局 生物多様性プロデューサー  

2010 ワークライフバランスとダイバー
シティ 

・（株）大和証券グループ本社 CSR室長 
・日本社会研究情報センター 教授 

建設業界 
 フィードバックの開示状況 

  

 

【エンゲージメントから抽出
された課題】 
 
①先端的要素技術を、全体最適の    
  ための「適正技術」へ  
 
②個別の建物から、エリアや街、 
  インフラを含む取り組みへ  
 
③新興国ビジネスでの ISO26000  
  の重要性と人材養成  
 
④海外からの投資呼び込みへ、 
  日本発国際規格の策定と推進 
 
 

◆ダイアログから得た課題の情報開示は進んでいる 
             BUT!!! 
◆フィードバックを経営にどのように生かしたか、 
 については開示されていなかった。 
 



通信業界 
フィードバックの開示状況 

顧客 

窓口 

NTTdocomo 

問い合わせ 
注文 

年間約9,000万件 
意見・要望 

年間約600万件 

商品・サービス
の開発・改善 

「声の宅急便」、「あんしんモード」、「Xiトーク２４」の提供 

顧客から得たフィードバックを経営に 
生かす取り組み 

 

⇒問題点：顧客以外への情報開示の不足 



②のまとめ 

エンゲージメントで得たフィードバックを 
適切に開示出来ているか？ 





NovartisのSHエンゲージメント 



ダイアログとそれに関係
する活動を時系列でまと
めて、アニュアルレポー
トの中で開示している！ 

製薬業界 
フィードバックの開示 

2012年の目標 

2012年の結果 

2013年の目標 



プログラム
内容 

ハイライト
ビデオ 

スピーカー
情報 

製薬業界 
フィードバックの開示状況 

◆ダイアログにおける徹底した情報開示 
 
◆エンゲージメントから得たフィードバックの 
 効果的な開示 



Q3 総括 

Q3 各企業の 

ステイクホルダー・エンゲージメントの取り組み 

①ダイアログ 

→企業側：情報開示の不足 

→SH側：企業への理解不足 

相互に問題有り！ 

②フィードバックの開示状況 

→企業によって差が見られる 



Q3 総括 

提案 
 
①より良いダイアログのためには・・・ 
  →互いのニーズ、期待を読み取り、 
     お互いの活動について理解し合うこと！ 
 
②より良い経営を行うには・・・ 
  →パフォーマンスの開示をし、相互理解を深め、 
                   経営基盤を作ること！ 





IIRCの6つの基本原則 

 1. 戦略的焦点と将来志向 

 2. 情報の統合性 

 3. ステイクホルダー対応性 

 4. 重要性と簡潔性 

 5. 信頼性と完全性 

 6. 一貫性と比較可能性 

 

Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を 
満たすものとなっているか？  



1. 戦略的視点と将来志向 

【定義】 

統合報告書は組織の戦略及びその戦略がどのように
組織の短、中、長期の価値創造能力や資本の利用及
び資本への影響に関連するかについての示唆を提供
すべきである。 

 

Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？  

Point！ 

・短、中、長期的戦略 

・戦略が企業の価値創造や資本にどのように影響
しているか 
 



Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？  

1. 戦略的視点と将来志向 

      建設     通信 製薬 

 
・中期経営計画 

 
・資本との関連性
の記述の不足 

 
 

 

 
・中長期的戦略 

 
・「auスマートバ
リュー」に関して 
資本との関連性
の記述あり 

 

A 
・「Future Outlook」 

による 
将来情報の開示、 
過去のフィードバック 
・全体的な方針 
伝わりづらい 

 
・企業の価値創造と
保全に関する説明 企業の価値創造、 

資本との関連性に課題 



【定義】 

統合報告書は、包括的な価値創造ストーリーとして、
組織の長期に渡る価値創造能力に重要性を有する構
成要素間の組み合わせ、相互関連性、および相互依
存関係について示すべきである。 

Point！ 

・重要な情報を統合して開示しているか 

・統合した情報が企業の価値創造にいかに寄与し
ているか 

2. 情報の結合性 

Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？  



2. 情報の結合性 

Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？  

     建設     通信 製薬 

 

経営戦略に 
基づいた 

KPIに対しての 
課題 

 
経営戦略と 
企業価値、 
財務情報と 
非財務情報の 
結合性に 
課題あり 

 

 
 

バリューチェー
ンからの 
課題認識 

企業の価値創造が共通課題 



【定義】 

統合報告書は、組織と主要なステークホルダーとの関
係性の質に関する示唆を提供すると同時に、組織が
ステークホルダーの正当なニーズ、関心及び期待をど
のように又はどの程度、理解し、考慮し対応している
かについての示唆を提供すべきである。  

Point！ 

・ダイアログ等でいかにステイクホルダーのニーズを
汲み取っているか 

・そのニーズにどのように対応しているか 

 

3. ステイクホルダー対応性 

Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？  



3. ステイクホルダー対応性 

Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？  

      建設      通信 製薬 

 
 

ISO26000に基づ

いた各ステイクホ
ルダーへの 
取り組み 

 
 

HP上でダイア
ログの 
内容公開 

 
 

AA1000、G4の
利用 

ステイクホルダー・ダイアログ 

フィードバックが課題 



【定義】 

統合報告書は組織の短、中、長期の価値創造
能力を分析する上で、重要性を有し、かつ簡潔
な情報を提供すべきである。 

Point！ 

・各ステイクホルダーにとって重要な情報を把握し
ているか 
・開示の仕方が簡潔であるか 
 

4. 重要性と簡潔性 

Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？  



4. 重要性と簡潔性 

Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？  

      建設     通信 製薬 

 

 
ISO26000に基
づくKPIの策定 

 
 

社会から要請さ
れる情報、 

発信したい情報
の開示 

 

 
 

アニュアル 
レポート、 

CSR 
データブック 

 

ISO26000の利用 

 
企業ごとに異なる重要な情報 
→企業ごとの工夫が必要！ 

1. 組織統治 
2. 人権 

3. 労働慣行 
4. 環境 

5. 公正な事業慣行 
6. 消費者課題 

7. コミュニティ参画 
および発展 



【定義】 

統合報告書は、ポジティブ面とネガティブ面の
両方について重要性を有する全ての事象をバ
ランスのとれた方法によってかつ誤りがない形
で含むべきである。  

Point！ 

・ポジティブ情報とネガティブ情報の開示バランス 

・情報の整合性 

 

5. 信頼性と完全性 

Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？  



5. 信頼性と完全性 

Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？  

     建設     通信 製薬 

 
 

環境に限り 
第三者認証 

 

 
 

ネガティブ情報
に対する補完
の不足 

 

 
・ネガティブ情
報の開示と 
補完 

・第三者認証 

 

第三者認証 

Case: 
アリナミンF5 
自主回収問題 

ネガティブ 
↓ 

ポジティブ 

変換の可能
性 

ISO26000の利用 



【定義】 

統合報告書の情報は、期間を超えて一貫し、ま
た組織の価値創造ストーリーにとって重要性を
有する範囲において、他の組織との比較を可
能にする方法で開示されるべきである。 

 Point！ 

・国際基準の批准 

 

6. 一貫性と比較可能性 

Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？  



6. 一貫性と比較可能性 

Q4.発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？  

      建設    通信 製薬 

 
GRI 

ISO26000 
環境報告書 
ガイドライン 

 

 
GRI 

ISO14001 
ISO26000 
環境報告書 
ガイドライン 

 
LIME(一貫性) 

IIRC(開示) 
GRI(開示) 

AA1000(対話) 
ISO26000(実践) 

ラギーレポート 
 

多くの国際基準→多くの比較可能
性 

情報の氾濫に注意！ 



Q4総括 

日本企業ではIIRCの基本原則を全て満たすような 
統合報告書はいまだ定着していない 

Q4 
発行されている「統合報告書」は 
IIRCが定義する基本原則を満たすものとなっているか？ 
 



Q4総括 
 
提案 
 

★基本原則を満たすことが重要 
   ＋ 
・企業がいかに 
 国内外の先進的な企業を追いかけていくか 
 

・業界の特徴を活かした 
 工夫・独自性を発揮していくか 
 



全体総括 

全体総括 



全体総括 

より良いSHコミュニケーションとは何か？ 

過去の報告書でSHとのコミュニ
ケーションをみる必要があるね！ 

3業界の比較をしてみよう！ 

理論を構築して自分たちの考
えを形成しよう！ 



全体総括 

理論編 

事例編 



全体総括 

業界／企業ごとに異なる 
↓ 

情報開示も業界ごとに独自 

 
よりよいステイクホルダー・コミュニケーションを行うためには・・・・・・ 

各企業ごとに開示内容の独自性を
強めていくべき 

 



全体総括 

より良いステイクホルダー・コミュニケーションを行うためには・・・・ 

財務／非財務の相関性が明瞭なアニュアルレポート（統合報告書）＋
ＣＳＲの補完資料となる非財務情報を記載したData Bookを作成するべき！ 



全体総括 

企業とダイアログに呼ばれるSHの、双方に問題。 

経営への反映に関して、開示に差がある。 

より良いステイクホルダーコミュニケーションを行うためには・・・・ 
 

・企業／SH双方の活動について理解し合う 
・パフォーマンスの情報開示まで行う 

 



全体総括 

日本企業について、IIRCの基本原則を全て満たす
ような統合報告書はいまだ定着していない。 

より良いステイクホルダー・コミュニケーションを行うためには・・・・ 
 

・国内外の先進的な企業をベンチマークして追従 
・業界／企業の特徴を活かした工夫・独自性 
・基本原則を満たすことが重要 
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提言 
よりよいステイクホルダー・コミュニケーションを行うためには？ 
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統合報告書 

情報開示 

エンゲージメ
ント 

各企業ごとにキーステイクホルダーが異
なる。それに応じた独自の情報開示を
進めていくことが重要である。 

「ステイクホルダー⇔企業」の相互理解
を深めていくことが重要である。 

財務／非財務の関連性を明確にするた
めに、IIRCが規定する「統合報告フレー
ムワーク」に沿った報告書作りを進める。 

よりよいステイクホルダー・コミュニケーションを行うためには？ 
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ご清聴ありがとうございました。 


