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はじめに 

 

 

 社会の持続可能な発展を求める世界的な潮流を受けて、企業に社会的責任(ＣＳＲ)を求める議論

が高まっています。今後、持続可能な発展をさらに推進するためには、企業とそれをとりまくステイク

ホルダーが、ＣＳＲへの理解を深めていく必要があります。 

 

 ただし、ＣＳＲについて考える際に重要なポイントは、ＣＳＲとは「企業が社会的公正性や倫理性、

環境や人権への配慮を経営プロセスに組み込んでいくこと」であるという点です。近年、日本企業に

もこのような考え方が徐々に広がり、自社のＣＳＲ活動と本業との関連性を統合報告書などで示して

いる企業もあります。 

 

 しかしながら、企業がＣＳＲを経営プロセスに組み込むことで新たな企業価値を創出しようとしてい

る中、市場は新しい企業価値を正しく捉えることができているでしょうか。我々は「企業と社会」につ

いて学んでいく中でこのような疑問を抱き、この疑問が本研究の出発点であったと言えます。 

 

よって、本論文では「持続可能な社会に求められる企業評価」という表題のもと、市場は従来の企

業評価に代わって、どのように企業活動を評価していくべきなのかという点を検討いたしました。 

 

難解な点もあると思いますが、最後までお読み頂ければ幸いです。 

 

 

 

2015年 11月 21日 

第 4期谷本ゼミナール 竹岡裕介 
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教授・4 期ゼミ生紹介 
①出身校、②サークル、③趣味、④ゼミでの思い出、みんなからの他己紹介 

谷本寛治先生 

  
 

甘党。しろくまがだいこうぶつ/いっしょにお昼ご飯食べたいです･･･/いつもお世話になっております 

今度テニスしたいです/海外出張されたときの通信を読むのが好きです！/厳しいけれど、とても温かいお父さ

ん的な存在/意外とさみしがりや…？/スポーツに詳しい/超グローバルなスポーツおじさま/実は優しい  

愛が深い。お父さん的愛情を感じる。/まさに恩師 

 

 

石原みな実（寛逓会） 

 
①穎明館高校 

②ボランティアサークル POST 

③音楽鑑賞、楽器演奏、睡眠 

④夏合宿での徹夜… 

 

もう人は泊めない♡/山梨娘（笑）/自由なコメントに定評がある/今年は胃腸炎にならないで・・・心配/ 

韓国ラバー/いつも眠そう/だけどやっぱ眠そう/山梨の奥地から早稲田へ/はっきりした物言いが素敵。気を遣

わせないところが好きです。/意外とズバズバ言うところが好き/この、田舎者！！/いつも眠そうだけど実は頭

いい人 

 



4 

 

岩崎亮太（企画広報） 

   
①大阪府立北千里高等学校 

②演劇とフェアトレードサークル 

③最新家電用品のチェック 

④夏合宿中、女子部屋で寝たこと 

 

CSR に本気！/笑顔が猫っぽい/いろいろ幅広い人/漫画の主人公っぽい、いい奴/喋り上手/ 

４期のムードメイカー！/がんちゃんがいないとゼミも話し合いも飲み会も成り立たない。いつもありがとう。/谷

本先生愛に溢れる/実はいろいろ考えてそう/お調子者/お兄さんだけど、かわいい一面もあるよ♡/スウェーデ

ンに行ってらっしゃい/大黒柱的な/全体をバランスよくまとめようとしてくれている。/ジェダイマスター！よく笑

かしてくる思想家/がんちゃんが作ったラップが CD化される日はくるのだろうか 

 

 

海老沢優（寛逓会） 

  
①早稲田実業 

②海外建築ボランティアサークル 

③カラオケと散歩 

④夏合宿中、オールでレジュメつくったこと！（ちょっと寝ましたごめんなさい） 

 

スペックが高すぎて上が見えない/谷本ゼミのアスリートたちの一人/インターナショナル/サイズ感がいい！/４

期のお母さん的存在、安心する/多方面でデキ女。アドバイスも的確/でき女！/グローバル人間/雰囲気がど

ことなくアメリカン/ファッションセンスがあると思います。/器広すぎ/すてきすてき/えび☆思っていることをちゃ

んと伝えてくれるところが素敵。/実はヤンキー/谷本ゼミコロボックル２号/コロンコロンしてるね 
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関陽子（企画広報） 

  
①さいたま市立浦和 

②無所属 

③音楽、犬 

④夏合宿でパワポを作って朝を迎えたこと 

 

魔法使いようこさん/魔法かけてあげるよ.*/小動物系女子/中身サバサバしてて付き合いやすい/ほわほわ女

子/いつも重いパソコンを持ち歩いているのでそろそろﾏｯﾁｮになっているのではと心配/あざとい！どこまでが

計算なのか！/ほんわか/癒し系女子/☆ビビデバビデブー！☆/たまにとても険しい顔してるよ！/ゼミで一番

女の子/無印/メルヘン無印野郎/大きなパソコンを一生懸命運ぶ姿、素敵です/ワンピースにつけるピンがか

わいい。あざとい。 

 

 

高木万里奈（渉外） 

  
①大阪府 私立 関西大学高等部 

②軟式野球サークル WILDDUCKS 

③料理 

④なんだかとても盛りだくさんです。 

 

意外と寂しがり屋。うさぎちゃん。/ゼミで一番先生のこと気にかけてる。/肉食系女子/ちっちゃくてかわいい/し

っかりしてる/家庭的、手作り料理が食べたい！/笑顔がかわいい（はーと）/寂しがりやだと思う/大学はお庭/

しっかりもの/ネイティブ関西弁/寝坊は愛嬌/家近すぎてずるい/もっと大阪弁出して！！/小さいけどお姉さ

ん/頭の回転が速い/谷本ゼミコロボックル１号 
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高橋奈津子（企画広報） 

  
①専修大学松戸高等学校 

②早稲田大学復興支援プロジェクト東京ブランチ 

③都内の散歩、学割で芸術鑑賞 

④ゼミで過ごす時間全てが思い出です・・・！ 

 

仕事のスピードが速い!！デキ女!！/黙ってたら美人/なっちゃんのニコニコ笑顔にいやされる(*´ー｀*)/ 

いつも笑顔/多重人格者の疑いあり/腕がいつもかわいい（ブレスレット的な意味で）/笑いのつぼが謎/ぐふふ

ふふふ/おじさんとも仲良いよ♡♡/たけちゃんをよく呼ぶ。/なっちゃんの目がとてもすき/美少女って感じ。/優

しさの権化/とにかくいい子/垣間見える浪速の感じ/お花畑に住んでる、情報処理能力が神な人/LINE スタン

プになれる 

 

 

竹岡裕介（渉外） 

  
①鎌倉学園高校 

② Slope kickers（フットサル） 

③和食を食べること 

④ちほりねえさんにぶたれたこと 

 

ゆうすけっと/優しすぎていつもついついお言葉に甘えてしまう･･･/ただただ弟にしたい･･･海で砂のお城とか

作りたい/たけちゃんの表情見てるのが趣味/素直で可愛い、弟みたい/思ってることがすぐ顔に出るｗｗ/鎌倉

からいつもお疲れ様です/なんで一人暮らししないの？/愛されキャラ/不屈の努力家/仏ボーイ/しっかりして

て優しい。/みんなの弟/かわいい/いじられても負けない/貴様にかける言葉などないわっ！/育ちの良さを感

じる。/ときどきますおさんになるよね 
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中嶋智穂理（渉外） 

   
①幕張総合高等学校 

②早稲田祭運営スタッフ 

③食/たけおかいじり 

④毎日のように集まってるから…日々思い出 ←いいね！ 

 

姐さん/常に我が道を行く芯の強いちいちゃん/あふれ出る色気/クールと思いきやおちゃめなところがあって

可愛い。/SUTEKI/他人に弁当を作らせる悪女！/実はおちゃめなところが好き/同い年とは思えない色気/昼

ご飯はナッツ/「はいっ、たけちゃん。」と竹岡をよく追い込む/色気抜群/ちほりねえさん、ゼミのおかん/一緒に

いて楽しい！にこにこ/ど S お姉さん☆/セクシーな黒髪/ねーさん/姉さん以外の何者でもない、すてき/すて

き！が口癖/実は…温かい心の持ち主/麗しい。/おじさまを手玉にとる 

 

 

福田明日香（企画広報） 

  
①神奈川県立希望ヶ丘高等学校 

②企画集団便利舎 

③映画見る、食べる、リンとお出かけ 

④全部が思い出です。特に先輩たちと一緒に取り組んだ夏合宿はいろんな意味で思い出に残って

います。 

 

あはは～だいじょうぶだよ～～/くだらない冗談にもいつも付き合ってくれる優しいあすか♡♡/犬と旅する系女

子/洋楽歌わせたら右に出るものはいない/スタイル良すぎ/冗談は足だけにして！/冗談は目だけにして！/

わせコレ系美女/年上という事実が受け入れられない/天然さん/実はお姉さん/素直さにヤラれる/英語の歌

がかっこいい/目でかすぎ/武器＝マシンガントーク/だいぶ抜けてて可愛い。(褒めてます)/一見美人だけど

面白いくらい抜けてる 
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古川航大（副幹事長） 

 
①開成高校 

②アイセック 

③たまにランニング 

④夏合宿での食事がおいしかった 

 

爽やかラガーマン/たまに見せる笑顔をみんな狙っているのである･･･/ダイビングスクールに通っていた過去

が･･･？/去って行く時の笑顔は少年のよう/未だ謎多き少年/可能性無限大/パワポ隊長/谷本ゼミの最終兵

器/いつも薄着/半袖が正装です！/実は熱い！？？/眼鏡を外すと、実は…/ゼミ内での風当たり風速 40 メ

ートル/いつも走って帰らないで♡♥/謎の男Ｘ/シャイ/そしてシャイ 

 

 

政田侑子（渉外） 

  
①八王子東高校 

②国際交流サークル WIC 

③映画鑑賞、お昼寝、食べること 

④ゼミ後の飲み会💛 

 

人を褒める天才♡/家族思い。まさやんちで育ててるゴーヤもらい忘れた/優しきお姉ちゃん/髪がきれいであこ

がれる/えびアレルギーが心配/4 期の頼れるお姉さん的存在/簡単な話もものすごいストーリ性をつける。グリ

ム童話並み/おねぇ/包容力の塊/アガペー/自称ばばぁ/人のお話を聞くのがお上手/優しいお姉さん/意識

高い/舞い降りた最強助っ人/お姉さんのようなお母さんのような、時には監督のような大きな愛で包み込んで

くれる 
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山本美穂（幹事長） 

  
①東京都立新宿高等学校 

②早稲田大学陸上競技同好会、早稲田大学会計学会 

③スポーツ観戦、ジム通い 

④ゼミ合宿で鼻血を出すほど頑張ったこと 

 

 

目がゼミ生の中で一番光り輝いている/ゼミ１のイケメン。ﾐﾎｺｯﾁﾑｲﾃー/酒！/ボス！ついていきます！/我らが

幹事長ー！/自分にも他人にも厳しい/おねえたま/ハイスペック幹事長/ザ・ボス/幹事長なのに会計もこなす

/お酒を愛する幹事長/本気を出したらもう誰も止められない/会計と幹事長やらせたら右に出るものはいない

と思う/しっかり者！/スポーツ系美人さん。/4 期のお母さん/野球観戦に連れてって💛 

 

 

このような愉快なメンバーで、日々楽しく、 

そして活発な議論を行っています！！ 
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2015 年度 活動報告 

―年間スケジュール― 

 

 

【これまでのスケジュール】 

4 月  新入生歓迎会 本ゼミ・サブゼミ開始 

    『CSR 企業と社会を考える』、『企業社会のリコンストラクション』 

 

6 月  ”Business and Society”（英語教材） 

    ゼミ説明会、ゼミナビ、ゼミ見学会 

 

7 月  前期納会 

 

8 月  夏合宿＠石和温泉、プロジェクト研究 

 

9 月  「企業と社会フォーラム（JFBS）」サポーター参加 

    ゼミ説明会、ゼミ選考 

 

11 月 早稲田祭での研究発表 

    「持続可能な社会に求められる企業価値―非財務情報と財務業績との関連性」 

    寛逓会（OB/OG 会） 

 

【今後の活動】 

11 月 神戸大学・大阪市立大学とのインターゼミ＠神戸大学 

 

12 月 後期納会 

 

1 月  卒論テーマ決定 

    企業とのステイクホルダー・ミーティング予定（三井物産株式会社） 
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持続可能な社会に求められる企業評価 

―財務情報と非財務情報をトータルに評価する― 

 

 

目次 

第 1 章 企業評価を問い直す 

第 1 節 テーマの選定理由およびその背景 

第 2 節 本論文の構成 

第 3 節 リサーチクエスチョン 

 

第 2 章 従来の企業評価の限界と問題点 

第 1 節 本章の狙い 

第 2 節 現在の会計ベースの企業評価 

第 3 節 非財務情報の重要性の高まり 

第 4 節 企業の財務情報・非財務情報を評価している事例 

 

第 3 章 企業価値創出のプロセス 

第 1 節 本章の狙い 

第 2 節 トータルな企業評価の定義 

第 3 節 非財務情報と財務業績との関連性 

第 4 節 事例研究 

第 5 節 持続可能な社会に求められる企業価値創出モデル 

 

第 4 章  トータルな企業評価 

第 1 節 総括 

第 2 節 市場の成熟 

第 3 節 結論 

 

参考文献一覧 
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第 1 章 企業評価を問い直す 

 

第 1 節 テーマの選定理由及びその背景 

1992 年にリオデジャネイロで環境サミットが

開催されて以降、世界全体が 20 世紀的な大

量生産・大量消費の反省から、社会の持続可

能な発展に向けたグローバルレベルでの取り

組みを求められている。そして当然のことなが

ら企業活動も問い直されている。そういったグ

ローバルな潮流の中で、日本においても CSR

元年と呼ばれた 2003 年以降、ようやく企業活

動にまつわる環境問題、女性・障がい者雇用

問題、製品の安全性の問題が取り上げられる

ようになり、また生産現場のグローバル化が進

むにつれ途上国における労働・人権問題など

が企業の社会的責任として問われるようにな

ってきた。 

そうして現在、多くの企業が年次の事業報

告書として財務面でのパフォーマンスを示す

財務報告書の他に、CSR レポートといった形

で自社の非財務面の取り組みを開示する試

みがなされつつある。さらに、CSR 活動を企

業の経営プロセス自体に組み込まなければ

ならないという議論の高まりを受けて、先進的

な企業では CSR を単なる社会貢献活動とし

て CSR レポートにまとめるだけではなく、統合

報告書といった形で自社の事業活動と CSR

の取り組みの繋がりについて具体的に示し、

新たな企業価値を生み出そうとする動きもみ

られる。 

しかしながら、企業側が新たな形で企業価

値を創出しようとしていることに合わせて、企

業を評価する側も企業価値の捉え方を改め

ているであろうか。 

以下では、企業を評価するにあたって、企

業価値をどのように捉えていくべきか、またど

のようにその価値を評価すべきかを述べてい

く。 

 

第 2 節 本論文の構成 

本論文は四つの章によって構成されている。

各章毎にその内容を概観していく。 

まず、第 1 章では本論文のテーマを選定し

た理由と背景について述べ、本論文におい

て明らかにしたい点をリサーチクエスチョンと

いう形で三点示した。 

第 2 章では、現在の企業評価で、企業価

値を十分に評価できるのかということを明らか

にするために、まず会計における企業価値評

価の概念を紹介する。しかし、その会計にお

ける企業評価方法のみでは企業の価値を十

分に測定できないとして、無形資産、そして

CSR の重要性とその議論がなされるようにな

った背景に言及する。最後に、CSR ランキン

グや SRI など、非財務情報と財務情報の双方

を評価している例を示す。けれども、それらの

例において、非財務情報と財務情報との関連

性までは考慮されていないことを指摘する。 

第 3 章では、第 2 章で述べた問題点を受

けて、「トータルな企業評価」について考えて

いく。始めに、我々が考えるトータルな企業評

価について一応の定義を示し、その後、非財

務情報と財務業績との関連性について検証

する。さらに、それを基に我々の考える「企業

価値創出プロセス」を示すモデルを提示する。 
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第 4 章では、価値創出プロセスを通して、ト

ータルに企業を評価するとはどういうことなの

か、また評価する側と評価される側はどうある

べきなのかを述べ、本論文のまとめとする。 

 

第 3 節 リサーチクエスチョン 

(1)現在の企業評価で、企業価値を十分に測

定することができているであろうか？   

無形資産、そして CSR の重要性とその議

論がなされるようになったことを踏まえ、企業

価値の捉え方を変える必要があるが、現在の

企業価値はどのように捉えられているのか検

討する。 

(2)非財務情報と財務業績とはどのように関連

しているのか？ 

企業のＣＳＲ活動などへの取組みを示す非

財務情報と財務業績とはどのように関連して

いるのか 

を明らかにする。 

（3）持続可能な社会に求められる企業価値

創出モデルとは？ 

（2）で示された非財務情報と財務業績との

関連性を踏まえて、持続可能な社会に求めら

れる企業価値創出のプロセスについて考えて

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 従来の企業評価の限界と

問題点 

 

第 1 節 本章の狙い 

本章ではまず第 2 節にて現在、主に用い

られている企業評価方法である、会計ベース

での企業価値の評価方法を紹介する。次に

第 3 節にて非財務情報、すなわち無形資産

や CSR に関する情報がその重要性を高めて

いる現状について論じる。重要性の高まりを

説明するにあたり、CSR が台頭してきた背景

についても概観する。そして、第 4 節では企

業の非財務情報と財務情報との双方を評価

しようとしている例をいくつか取り上げ、その評

価方法と問題点を指摘する。以上より、一つ

目のリサーチクエスチョンである「現在の企業

評価で、企業価値を十分に測定することがで

きているであろうか？」を検証したい。 

 

第 2 節 現在の会計ベースの企業評価 

近年、会計制度の改革、株式所有構造の

変化、M&A の動き、現金保有の増加、非財

務情報の開示を求める動きを受けて、企業価

値を重視する動きが強まった。本節では会計

ベースでの企業価値の定義、具体的な評価

方法について述べていく。 

まず、企業価値とは日本公認会計士協会

（2007）によると「事業価値に加えて、事業以

外の非事業資産の価値も含めた企業全体の

価値である」とある。さらに、実務上では株主

価値を企業価値と見なす場合もあると述べて

いる。事業価値とは、事業から創出される価



14 

 

値であり、純資産価値だけでなく、会社の超

過収益力を示すのれんや、貸借対照表に計

上されない無形資産・知的財産を含んでいる。

また、株主価値とは、企業価値から有利子負

債等の他人資本を差し引いた株主に帰属す

る価値である。 

続いて、上記で紹介した企業価値の評価

方法について述べていく。会計上の評価アプ

ローチにはインカムアプローチ、マーケットア

プローチ、ネットアセットアプローチの三つが

ある。これらのアプローチでは、評価対象会

社が継続的に事業活動を行うことで獲得され

る利益やキャッシュフロー等から生み出される

企業価値が評価対象とされている。 

【インカムアプローチ】 

評価対象会社から期待される利益、ないし

キャッシュフローに基づいて価値を評価する

方法。一般的に将来の（将来に期待される）

収益獲得能力を価値に反映させやすいアプ

ローチ法である。評価対象会社独自の収益

性を基に価値を測定するため、会社が持つ

固有の価値を示す。 

【マーケットアプローチ】 

上場している同業他社や評価対象会社で

行われた類似取引事例など、類似する会社、

事業、ないし取引事例と比較することによって

相対的な価値を評価する方法。比較対象とし

た上場会社の株価や取引事例はその会社の

事業の将来価値も含めた継続価値と考えら

れている。 

【ネットアセットアプローチ】 

主として評価対象会社の貸借対照表記載

の純資産に着目して価値を評価する方法で、

静態的な評価アプローチである。評価対象会

社のライフステージによって株式評価が過

大・過小となる恐れがある。 

企業価値を評価する指標は年々変化して

きている。例えば、1980 年代は ROS（経常利

益/売上高）が代表的な指標であり、1990 年

代は ROE（当期純利益/株主資本）が代表的

な指標であった。2000 年以降は EVA

（NOPAT－（投入資本×資本コスト率））が代

表的な指標であるが、その他にもエンタプライ

ズ DCF 法、エコノミック・プロフィット法、APV

法などの企業評価のフレームワークがある。 

 

第 3 節 非財務情報の重要性の高まり 

前節では、会計上での企業価値やその評

価アプローチについて紹介した。ここで、一つ

目のリサーチクエスチョンである「現在の企業

評価で、企業価値を十分に測定することがで

きているであろうか？」について考えていくに

あたり、企業を評価する際に考慮すべき情報

の範囲が広がっていることを指摘したい。 

ハメル＝プラハッド（1989）は、「企業の競争

力は、企業が競争上優位になるように有形・

無形の資産を活用することによって決まる」と

示している。つまり、従来の財務諸表で数値

によって示されるもの以外に無形資産も競争

優位を獲得する上で有用な価値となりうる、と

いうことである。 

さらに、近年の CSR を求める声の高まりか

ら、CSR を経営に組み込まないといけないと

いう議論がある。上に述べた無形資産に加え
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企業に求められる役割が変化しているのであ

れば、企業価値の捉え方も変わっていくべき

ではないだろうか。 

よって、以下では、企業が評価すべき情報

として無形資産と CSR に注目する。 

 

3-1. 無形資産 

前節で述べたように、会計上での企業評価

では、無形資産を含む事業活動を行うことで

獲得される利益やキャッシュフロー等から生

み出される企業価値を評価対象としているが、

ここでは非財務情報の重要性の高まりを考慮

し、より広義に無形資産について見ていくこと

とする。以下では、無形資産の定義と、日本

で無形資産が注目されるようになった背景、

および無形資産の評価に関する動向につい

て述べる。 

まず、国際財務報告基準（IFRS）の無形資

産の定義を示す。無形資産とは「過去の事象

の結果として企業が支配し、かつ、将来の経

済的便益が企業に流入することが期待される

資源」のうち、「物質的実体のない識別可能な

非貨幣性資産」である。 

 

世界的に無形資産に関する注目が高まっ

てきた背景には、開示情報の有用性低下問

題が明らかになってきたことがある。伊藤

（2006）によると、「1990 年代に入り、アメリカ

ではいくつかの機関が会計情報の有用性の

低下を懸念し、その革新を促す報告書を相次

いで公表しているが、その中で無形資産会計

が重要な問題として取り上げられている。また

90 年代後半より会計情報の有用性の低下を

裏付ける実証研究が相次いで発表され、その

主要な要因の一つとして、多くの無形資産が

オンバランス化されていないことが指摘されて

いる。」とある。そのため、1990 年代後半から

開示情報の有用性を高める会計上の新たな

概念として、無形資産を評価する流れが広が

るようになった。また、企業価値の決定要因と

しての無形資産の重要性が認知されるように

なったのも大きい。 

さらに、日本においても、このような考え方

が次第に広まっていった。その背景には以下

の契機があると考えられる。 

①無形資産に包括される知的財産をめぐる

政府関連の一連の動き 

2002 年 2 月に政府は知的財産戦略会議

を設置することを決定し、7 月には知的財産

戦略大綱を公表した。さらに 2003 年 3 月に

知的財産基本法を施行し、同時に知的財産

戦略本部を設置している。 

また、経済産業省では知的財産を戦略的

に活用できる経済インフラを整備するため、

知的財産の流動化や開示に向けた施策を打

ち出している。2004 年 1 月には「知的財産開

示指針」、2005 年 10 月には「知的資産経営

の開示ガイドライン」を公表した。 

②特許に関する訴訟の急増  

この契機となったのが特許に関する報奨金

をめぐる訴訟であり、特許をはじめとした無形

資産の企業経営上での重要性が増大する中、

それを生み出した技術者と企業の利害がより

先鋭化している。そうした対立を根深いものに

している原因の 1 つとして、特許などの知的
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財産や無形資産が生み出す価値を定量的に

導き出す手法が確立していないという問題が

挙げられる。客観的な評価手法が確立してい

ないことから、研究者がいくらの報奨金を付与

されるべきかという基準が定めにくいのである。

また、特許権の侵害をめぐる企業間の対立も

深刻化している。 

③M＆A における取引価額の決定に際する

無形資産の価値の重要性 

例えば、2005 年 12 月に発表された花王に

よるカネボウ化粧品の買収では、買収価格約

4,100 億円のうち 1,480 億円は特許権、意匠

権、商標権などの知的財産であり、花王は買

収を通じて、カネボウブランドとそれを支える

知的財産権、さらには約 2 万店の国内販売

チャネルを獲得するために巨額の資金を投

資したと考えることができる。このように

TOB(株式公開買付)や買収提案においても、

コンテンツや技術、人材など、知的財産や無

形資産に注目した M&A が増えている。 

 

伊藤（2006）によると、会計の視点から無形

資産情報の開示の問題を考えるとき、まず、

財務情報としての無形資産、ならびに非財務

情報としての無形資産の本質とその区別が重

要である。財務情報としての無形資産は、購

入や買収の一部として取得した無形資産ない

し研究開発投資、広告投資のようにキャッシュ

フローを伴う情報である。それに対して、非財

務情報としての無形資産は、いまだ財務業績

を伴わないが近い将来財務業績を伴うことが

期待される情報である。キャッシュフローを伴

う無形資産でオンバランス化されるかあるいは

脚注で開示さているものに、単独あるいは買

収の一部として取得された無形資産があるが、

そうした無形資産以外はほとんどが研究開発

費等として費用処理されている。それゆえ現

行の財務諸表だけでは企業の積極的な知的

財産活動を適切に把握することができない。 

上記のように、日本では、無形資産全般に

関する体系的な会計基準は存在しない。そこ

で企業会計基準委員会は無形資産全般に関

する会計基準の開発を進めるため、我が国の

会計基準と IFRS や米国会計基準との比較を

行い、それらを仮に我が国の会計基準に導

入する場合の論点等について、2006 年 2 月

より無形資産ワーキンググループにおいて検

討を進めてきた。その後、2007 年 7 月に無形

資産専門委員会を設置し、将来的には包括

的な無形資産に関する会計基準を開発する

ことを目標として具体的な検討を始めている。

このように、会計上でも広く無形資産を評価

するための基盤を整えていこうという動きが存

在する。 

  

3-2. CSR 

CSR とは、谷本（2006）によると「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」である。また、企業の CSR への取組みの

成果を示す情報として、ESG 情報がある。

ESG とは Environmental（環境）、Social（社

会）、Governance（企業統治：ガバナンス）のこ

とを指している。 
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日本で CSR は、1970 年代に公害問題が

発生し、それに対する企業の責任が問われ、

CSR ブームが起こったが、その後のバブル崩

壊による景気後退とともに CSR は議論されな

くなっていった。しかし 1990 年代にグローバ

ルな潮流から日本でも再び CSR ムーブメント

が起こり、また、企業活動に関わる様々な社

会的問題が顕在化している近年、ますます

CSR の重要性が高まっている。そこで、3-2

では日本において CSR の議論が高まってき

た背景を述べる。 

①1970 年代～1980 年代後半 

日本における株式持ち合いの形成は戦後

の財閥解体後から始まり、経営権の取得、安

定株主の形成、企業の集団化、企業間取引

の強化、敵対的買収の回避などを目的として

広まった。つまり、内向きの企業間ネットワー

クの中での株式持ち合い、そこに経営者支配

の源泉があり、株主が実質的に存在しないよ

うな構造が長年作られてきたのである。 

そして、1990 年代の初めまでは株価の変

動とは無関係に株を持ち続ける「物言わぬ株

主」が約半数を占めていた。そのため仮に敵

対的買収者が現れたとしても、株主の過半数

は安定株主のため、買収は実現しなかった。 

また、間接金融中心の配分システムは、メ

インバンク制、株式の相互保有構造を生み出

した。企業にとって低コストで安定的な関係で

は、株主から企業の利益向上を求める圧力が

かかることが少なく、結果的に収益性の低下

をもたらすことになった。資本に制約がない企

業にとって経営の目的は、利益を二の次にし

た売上高の最大化、シェアの拡大であり、コス

トについては考慮せず、企業システムにとりこ

まれていないステイクホルダーへの利益は配

慮されていなかった。例えば、谷本（2006）に

よれば、環境への配慮がされていなかったた

め、1970 年代に入って、水俣病、イタイイタイ

病など、四大公害裁判が大きな社会問題とな

り、公害に対する企業の責任が追及された。

また、石油危機前後、企業不祥事が表面化し、

アメリカで議論になっていた社会的責任が輸

入され、第一次 CSR ブームが到来した。しか

し、当時の産業界における議論は総じて理念

的であり、市民社会組織やネットワークも未成

熟であり、また今のようなグローバルな圧力が

あったわけではなかったため、二度目のオイ

ルショックによる景気後退とともに、CSR 論は

徐々に消えていった。 

②1990 年代～ 

1990 年代には、バブル崩壊とともに景気が

長期間低迷するなかで、株式持ち合いによる

資金繰りの悪化、相互の株価下落による業績

への悪影響や非効率化が著しくなり、持ち合

いを解消する動きが出てきた。株式の持ち合

い構造は 1990 年代後半に崩れ、黒木（2003）

によると、金額ベースで 1987 年の 18.4%から

2002 年には 7.4%まで減少している。安定保

有率は、金額ベースの同年比較で 45.8%から

27.1%に低下している。 

株式持ち合いが解消され、放出された株式

の受け皿は外国人の投資家であった。谷本

（2006）によると、「外国人投資家の持ち株比

率は 1980 年代には、わずか 4～5％程度に
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すぎなかった」のに対して、2014 年度は

31.7％にまで上昇している。そもそも、外国人

投資家は従来の「物言わぬ株主」とは異なり、

株主としての権利を主張し、企業価値の向上

に関心を持って投資をする存在であったため、

企業に対し強い影響力を持っていた。さらに、

今までは安定株主が株式の大部分を占めて

いたため、敵対的買収が起こる可能性は極め

て低かったが、その株式を外国人投資家など

が保有するようになると、魅力的条件に容易

に応じる可能性も高く、株主重視の経営を行

わなければ企業の存続は難しくなった。 

また、グローバリゼーションが大きく進展す

る中、企業活動にまつわる途上国における労

働・人権問題や環境問題、女性・障がい者雇

用問題、製品の安全性の問題、さらに貧困問

題やコミュニティにおける社会問題など、様々

な問題が浮き彫りになった。それに従い、経

済・社会・環境に対して大きな影響力をもって

いる企業のあり方が問われ、企業に社会的な

責任を求める動きが強くなっている。すなわち

企業の役割、市場で要求される機能は変化し

てきているのである。 

さらに、企業とステイクホルダーの関係も変

化してきている。特に、従来の日本の企業社

会では、ステイクホルダーは企業システムに

組み込まれ、市民社会組織も未発達であった

ため、ステイクホルダーが企業活動を監視、

批判、評価する動きが弱かった。ところが、

1990 年代以降、市民意識の変化、CSR ムー

ブメントにより、企業活動は様々なステイクホ

ルダーによって多様な視点から評価されるよ

うになった。つまり、社会の持続可能な発展の

ために、従来の財務面に加え、社会・環境に

関わる非財務面においても企業活動が評価

されるようになりつつあるのである。 

 

上記のように、無形資産や ESG 情報など

の非財務情報の重要性の高まりから、非財務

情報を評価する必要があるが、現在の会計上

の企業評価では無形資産の一部を評価する

動きはあるものの、非財務情報全体を評価し

ていない。そこで、我々は財務情報と非財務

情報とを評価する手法について検討していく。

次節では、現在、様々企業評価の手法の中

で企業の財務情報に加え、無形資産や ESG

情報などの非財務情報の双方を評価してい

る例を探っていく。 

 

第 4 節 企業の財務情報・非財務情報の評

価事例 

前節では、現在の会計上の企業評価では

無形資産と企業の CSR に関わる ESG 情報な

どの非財務情報が十分に評価されていないと

指摘した。しかし、現在様々な企業評価基準

が存在する中で、企業の非財務情報と財務

情報との双方を評価しようとしている例は確か

に存在する。本研究ではその例として、東洋

経済新報社 CSR ランキング、NICES、The 

Best Corporate Citizens、社会的責任投資

（SRI）の四つに注目した。 

さらに、我々はそれらの四つの事例が「トー

タルな企業評価」を行っている事例としてふさ

わしいか、ということも検証した。トータルな企

業評価の定義については次章で詳しく述べる
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が、ここで注意すべき点は、CSR とは「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」であるということだ。近年、企業にもＣＳＲ

を単なる社会貢献活動と認識するのではなく、

自社の本業を通してＣＳＲを果たしていくべき

だという認識が広まりつつある。つまり、CSR

などを含む非財務情報と財務業績は切り離し

て捉えるべきものではなく、非財務的な活動

に積極的に取り組むことで、財務業績を向上

させることができると考えているのである。企

業が発行しているＣＳＲレポートや統合報告

書などを見ても、そのような傾向が見受けられ

る。先進的な企業が非財務的な活動を財務

業績に結び付けようとしているにも関わらず、

市場で非財務的活動が財務業績と切り離し

て評価されれば、非財務情報の重要性が財

務情報と比べて相対的に低くなり、企業社会

全体がリスクマネジメントとしての CSR にのみ

取り組むことで満足しかねない。よって、企業

活動を評価する側にも、企業活動の非財務

面が財務面にどのように繋がっているのかに

注目することが求められるのである。 

①CSR ランキング 

CSR ランキングとは、東洋経済新報社が週

刊東洋経済にて毎年発表している、企業の

CSR および財務のデータに基づいて作成さ

れたランキングである。東洋経済が行う「CSR

調査」データと、東洋経済が保有する上場企

業財務データからそれぞれの要素を点数化

し、ランキングとして公表している。東洋経済

は 2005 年から CSR に関する調査を開始し、

翌 2006 年からは財務面と CSR 面を合わせ

た総合評価に取り組んできた。 

具体的な評価方法としては、CSR 面ではア

ンケート調査を基に「人材活用」「環境」「企業

統治」「社会性」の分野別の評価をしている。

財務面では「収益性」「安全性」「規模」の分野

にて評価がなされている。CSR 面と財務面は

各 300 点満点で点数化され、二つを合計し

た総合ポイント 600 点満点でランキングを作

成している。評価項目は全て全て方式である

ため、ネガティブなデータを回答しても減点さ

れることはなく、むしろ有効回答をしたことによ

る加点が行われている。また、CSR 面につい

ては、回答があった企業の中での相対評価

が行われるのに対して、財務面は東洋経済

新報社が CSR データを保有しているか否か

にかかわらず上場企業全社の中で評価を行

っている。 

CSR ランキングは現在、CSR の総合評価を

行う国内唯一の企業ランキングである。しかし

企業の CSR 面と財務面の双方から評価をし

ている一方で、総合ポイントは CSR 面と財務

面を合計した形となっており、それらを関連づ

けて評価をしているわけではない点が問題と

いえる。 

②NICES 

NICES とは日本経済新聞社が、企業のス

テイクホルダーである投資家、消費者・取引

先、従業員、社会からの実績評価と潜在力と

いう将来性評価を算出し、それらを合算して

作成されるランキングである。 
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NICES も CSR ランキングと同じく、企業を

財務面だけでなく非財務面からも評価を行っ

ている。しかしながら、非財務情報がどのよう

にして企業の財務パフォーマンス向上に繋が

るかどうかという関連性については特に明示

していない。 

③The Best Corporate Citizens 

The Best Corporate Citizens とは、アメリカ

の Corporate Responsibility(CR)誌によって行

われている企業評価である。まず評価項目と

しては環境、気候変動、従業員との関係、人

権、ガバナンス、慈善事業、財務業績の七項

目から評価している。各項目は開示、方策、

成果の三つのサブカテゴリー（評価軸）に分

けられている。具体的な点数化の方法は各項

目によって異なるが、大きく分けて「Yes か No

の二つで判断する方法」と「他企業のアンケ

ート回答内容との比較から点数化される方法」

の二つである。企業はカテゴリー毎にランキン

グされた後、総合ランキングとして全てのカテ

ゴリーを平均したもので評価される。しかし、

財務業績は一つの独立したカテゴリーとして

確立されており、決して財務と非財務の関連

性を示したうえでの企業評価を行っていると

は言えない。 

④社会的責任投資（SRI） 

谷本（2006）は、「社会的責任投資（SRI：

Socially Responsible Investment）とは、基本

的に企業活動を財務面のみならず、社会・環

境面からも評価し投融資先を決定していく方

法である。」と定義している。SRI を広く捉える

と、「ソーシャル・スクリーン」「株主行動」「ソー

シャル・インベストメント/ファイナンス」に分類

できるが、企業評価という視点で本研究では

ソーシャル・スクリーンに絞って見ていくことに

する。 

ソーシャル・スクリーンとは、谷本（2006）に

よると、「財務的指標と社会・環境的指標によ

って企業評価を行い、投資対象銘柄を選定し、

投資信託を組み立てたり、年金運用を行った

りすること」である。投資銘柄選定の基準とし

ては、環境・社会スクリーンと財務・株価評価

スクリーンが存在する。スクリーニングの順番

や細かい評価項目に決められたものはなく、

運用会社それぞれが決めている形である。日

本のファンドの多くは、まず企業を環境・社会

スクリーンによってふるいにかけ、残った企業

のなかから財務的に成長が見込まれるものを

選び、最終的に投資銘柄を決めている。一方、

アメリカの運用会社は過半数が日本のやり方

と逆で、まず財務的に企業をふるいにかけて

から環境・社会スクリーンによって絞り込むと

いう形である。SRI 投資では、環境・社会スクリ

ーニングを行ったからと言ってパフォーマンス

が下がるわけではなく、通常の投資と比べて

もほぼ同等のパフォーマンスである。具体的

な評価項目は定まった枠組みがあるわけでは

なく、それぞれのファンドによって特色がある

ため、評価項目についての良し悪しは言い難

い。しかし、どのようなスクリーニングの手順を

踏んでいたとしても、財務・株価評価スクリー

ニングと環境・社会スクリーニングによる二つ

のステップで評価している。すなわち、財務情
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報と非財務情報の関連性を考慮していない

点が問題であると指摘できる。 

 

【上記の評価基準の問題点】 

上記のように、企業の財務情報に加え、非

財務情報を評価しようとしている例があること

が分かった。しかし上でも述べたように、企業

の財務情報と非財務情報とを評価する際に

は、それぞれがどのような情報を含んでいる

かに注目するだけでなく、それらの関連性に

ついても注目しなければならない。なぜなら、

企業が本業を通してＣＳＲを果たしていくべき

だという認識が広まりつつある中で、非財務

情報と財務業績を別々に評価すると、企業社

会全体で本業を通した CSR 活動を行う意義

が薄れてしまうからである。上記の四つの評

価基準では、企業活動の財務面と非財務面

との繋がりにまで着目しておらず、トータルな

企業評価を行っているとは言い難い。よって

次章では、我々が定義するトータルな企業評

価に適った評価手法について考えていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 企業価値創出のプロセス 

 

第 1 節 本章の狙い 

我々は第 2 章において、企業活動に関す

る非財務情報と財務情報とを別々に評価する

ことは問題であると指摘した。本章では、 

（2）非財務情報と財務業績とはどのように関

連しているのか？ 

（3）持続可能な社会に求められる企業価値創

出モデルとは？ 

という二つのリサーチクエスチョンに答えること

を目的とする。 

まず、第 2 節ではトータルな企業評価の定

義を行う。次に第 3 節で、トータルな企業評

価の定義の中で述べられている「企業活動の

非財務面から財務面への繋がり」とは何か、ま

たそのプロセスはどのようであるかについて、

先行研究を参考にしながら明らかにしていく。

しかし、先行研究で示された企業価値創出の

プロセスを示すモデルに対して二点の疑問が

生じた。そこで第 4 節では、それらの疑問を

解消するために、先行研究で示されたモデル

を実際に企業が示している企業価値創出の

プロセスに照らし合わせる。さらに第 5 節にお

いて、我々が考える企業が目指すべき企業

価値創出モデルについて述べる。 

 

第 2 節 トータルな企業評価の定義 

まず始めに、トータルな企業評価とは「企業

活動の非財務面から財務面への繋がりを考

慮した上で、企業を財務面・非財務面の双方

から評価すること」と定義付ける。 
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CSR 活動は企業活動のプロセスに組み込

まれるべきであり、本業と CSR 活動を別々に

評価すべきではない。よって、企業を評価す

る際に、企業の財務情報・非財務情報をその

関連性にまで注目して評価することがトータ

ルな企業評価なのである。 

 

我々は上述したように、トータルな企業評

価を行うためには、企業活動の非財務面から

財務面への繋がりを考慮する必要があると考

えた。次に、上に定義したようなトータルな企

業評価の手法の提案を試みた。しかし、結論

から述べると、そのような評価手法を具体的に

示すことはできず、この点が本研究の限界で

あると言える。 

我々が目指したような企業評価の手法は、

まだ世の中に存在しないと考えられる。特定

の企業の情報開示の方法に注目すると、自

社の非財務面での取組みが、どれくらいの資

源の節約に繋がったかなどについて数値で

示している例もある。ただし、それらの例にお

いても、非財務面での取組みが、財務業績の

向上にどれだけ寄与したかを明確に示すこと

はできていない。また、企業を評価する側が、

様々な企業の非財務面の取組みを同じ尺度

で測ることはより困難である。なぜなら、業種

の差異などによって、各企業がどのようなＣＳ

Ｒ活動に重点を置くべきかは異なるからであ

る。 

けれども、我々は実際に企業研究などを進

めて行くなかで、企業活動の非財務面と財務

面との繋がりについて、その実態がどのような

ものであるのかを明らかにすることができた。

よって以下では企業活動の非財務面と財務

面とはどのように関連しているのかについて、

先行研究や企業事例を基に明らかにしていく。 

  

第 3 節 非財務情報と財務業績との関連性 

二つ目のリサーチクエスチョンである「非財

務情報と財務業績とはどのように関連してい

るのか？」については、これまで国内外にお

いていくつかの研究がなされてきた。以下に、

フォンブラン（2005）、伊藤・関谷・櫻井（2014)

の研究を参考にして考察していく。リサーチク

エスチョンにおいて財務情報の中でも財務業

績に焦点を当てたのは、先行研究において

企業の非財務情報と財務業績の関連性を研

究したものが多かったためである。 

フォンブランは、企業の「レピュテーション」

が財務業績に影響を与えると述べている。レ

ピュテーションとは、企業が多様なステイクホ

ルダーからどう見られているのかを反映するも

のであり、企業に対する「評判」あるいは「風

評」と言うことができる。フォンブランは、1999

年に、企業のレピュテーションを測定するため

に「レピュテーション指数（RQ）」を開発し、各

企業の「レピュテーションスコア」を算出した。

その後、「レピュテーション指数」は「RepTrak」

として作り変えられた。RepTrak は欧米を中心

に、企業のレピュテーションを測る指標として

広く受け入れられている。 

フォンブランは自身の研究を通して、統計

分析を用いたり、分散図を用いたりしながら、

企業のレピュテーションスコアと財務業績との

間に正の相関関係があることを示している。こ

の研究で扱っている財務業績の指標は時価



23 

 

総額や財務健全性、キャッシュフローなどで

ある。また、レピュテーションスコアの高い企業

は無形資産が多いこと、雇用・利益・売り上げ

の成長率や従業員の生産性が高いことも示さ

れている。 

では、レピュテーションの向上は、具体的に

どのようなプロセスを経て財務業績の向上に

繋がるのであろうか。まず、RepTrak によると、

レピュテーションを向上させる要因は 23 項目

ある（下図のレピュテーション要因を参照）。企

業は、それらの項目に基づいて企業活動を

改善していくことで、様々なステイクホルダー

の支援的行動をもたらすことになる。例えば、

顧客の購買行動、従業員の就職・勤労・勤続

の決定、投資家の投資意思決定、メディアの

報道の扱い、ファイナンシャル・アナリストの表

現等に影響を与えるのである。しかし、フォン

ブランの研究からは、これらのステイクホルダ

ーの行動の変容によって、企業の財務業績

がどのように影響を受けるのかは見えてこな

い。 

そこで、我々は伊藤・関谷・櫻井（2014）の

実証分析に注目した。伊藤らの研究の目的

は「レピュテーションが財務業績に影響を及

ぼすメカニズム」を明らかにすることであった。

伊藤らは、まず企業の価値を組織価値、社会

価値、顧客価値、経済価値という四つの価値

に分解した。そして、レピュテーション要因に

基づく企業活動の改善が媒介要因、つまりス

テイクホルダーの支援的行動をもたらし四つ

の企業価値が創出されると説明している。さら

に伊藤らは、組織価値は社会価値に影響を

及ぼし、社会価値は顧客価値に影響を及ぼ

し、顧客価値は経済価値に影響を及ぼすとい

う仮説を設定し、研究において実証した。 

それまでの国内外の先行研究においても、

レピュテーションの測定結果と財務業績とを

用いて、それらの関連性は発見されていた。

しかし、伊藤らの研究が他の研究と異なるの

は、レピュテーションの向上が財務業績の向

出所：伊藤・関谷・櫻井(2014)より谷本ゼミが作成 
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上に繋がるプロセスにおいて、組織価値、社

会価値、顧客価値が存在するという仮説を立

てた点である。それゆえ、伊藤らの研究結果

は、レピュテーションと財務業績との関連性を

より具体的に示したと言える。 

伊藤・関谷・櫻井（2014）における企業価値

創出モデルは上図の通りである。このモデル

は、レピュテーション要因の向上が、組織価

値、社会価値、顧客価値を経て経済価値に

繋がることを分かりやすく示している。 

 

しかしながら、伊藤らのモデルにも、いくつ

かの疑問が生じた。我々は RepTrak で示され

ているそれぞれの要因は、組織価値、社会価

値、顧客価値、経済価値における一つの価

値向上にのみ影響を与えるのではなく、複数

の価値の向上に影響を与えると考えた。例え

ば、企業は企業活動を通して「社会的責任」

を果たすべきである。しかし、伊藤らは企業の

社会的責任を、アカウンタビリティ、公正な事

業慣行、コーポレート・ガバナンス、さらに、環

境対策、社会貢献活動であると捉えており、

その理解は限定的である。また、組織要因の

一つである「ビジョン」は媒介要因の「従業員

満足」に繋がっているように考えられるが、明

確なビジョンを示すことは従業員満足だけで

なく、株主満足や社会的責任（差別化による

市場の優位性の獲得）にも繋がりうると考えら

れる。また、企業がレポートなどに提示してい

るレピュテーション要因の全てが企業価値に

繋がるのか、という点にも疑問が残る。例えば

上記と同じく、組織要因において企業が賞賛

されるような「ビジョン」を持っていたとしても、

それが実際に機能しているのか、企業全体に

浸透しているのかという点は不明瞭だ。 

よって次節の事例研究を通してこれらの疑

問について検討する。 

 

第 4 節 事例研究 

前節では、企業の非財務情報と財務業績

とに関連性があることを示した。しかし、伊藤ら

のモデルに対して以下の二点の疑問が生じ

た。 

疑問① 組織価値、社会価値、顧客価値、経

済価値のそれぞれの価値が創出される際に

は、組織要因、社会要因、顧客要因、経済要

因から多元的に影響を受けているのではない

か。 

疑問② レピュテーション要因の全てが企業

価値に繋がるのか。 

本節では、上記の疑問を検討するために、

独自の企業価値創出モデルを示している三

菱ケミカルホールディングスと、自社の活動に

対して丁寧な振り返りを試みているユニリーバ

の事例を見ていく。さらに、三つ目のリサーチ

クエスチョンである「持続可能な社会に求めら

れる企業価値創出モデルとは？」について考

えていく。 
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①三菱ケミカルホールディングス 

三菱ケミカルホールディングスはグループ

の理念として「Good Chemistry for Tomorrow 

人、社会、そして地球環境のより良い関係を

創るために」を掲げている。そしてこの理念は

環境・社会問題の解決にとどまらず、社会そ

して地球の持続的な発展に取り組むことを示

したコンセプトである。顧客や株主・投資家、

地域社会、従業員、取引先など、企業活動を

支える全ての人、社会とその基盤となる地球

をステイクホルダーと考え、これらのステイクホ

ルダーとともに KAITEKI 実現を目指している。

ここで言う KAITEKI とは「時を超え、人と社会、

そして地球の心地よさが続く状態」を表してい

る。また、ビジョン(KAITEKI 価値)の達成のた

めに Sustainability, Health, Comfort の三つ

をグループの企業活動の判断基準にしてい 

 

る。そしてこのグループの理念と判断基準を

基に、解決にむけて取り組むべき環境・社会

問題を捉えた企業活動を推進していくために

「KAITEKI 経営」を考案した。 

 

 KAITEKI 経営とは、 

①資本の効率化を重視しながら主に経済的

価値向上を追求する経営（Management of 

Economics）→MOE 

②経済的価値と社会的価値向上に資するイ

ノベーション創出を追求する経営

（Management of Technology）→MOT 

③サステナビリティの向上を通じて主に社会

的価値向上を追求する経営（Management of 

Sustainability）→MOS 

という三つの基軸を、時代の大きな潮流を意

識しながら一体的に実践し、広く企業価値を

高めていく独自の経営手法である。 

出所：三菱ケミカルホールディングスウェブサイトより 
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次に、一つ目の疑問である、「組織価値、

社会価値、顧客価値、経済価値のそれぞれ

の価値が創出される際には、組織要因、社会

要因、顧客要因、経済要因から多元的に影

響を受けているのではないか」に答えていく。

まず我々は、三菱ケミカルの KAITEKI 価値

が創出されるまでのプロセスを、前節で紹介

した伊藤らの企業価値創出モデルと比較した。

その結果、三菱ケミカルの KAITEKI 価値が

創出されるまでのプロセスを独自のモデル

（KAITEKI 価値創出モデル）で示すことがで

きた。 

 

【レピュテーション要因】  

まず、伊藤らのモデルのレピュテーション要

因には、三菱ケミカルの経営の三つの軸とし

て挙げられている、MOE、MOT、MOS の各

項目を下図のように当てはめることができた。 

 

【媒介要因】 

続いて媒介要因だが、伊藤らのモデルで

は株主満足、顧客満足、社会的責任、従業

員満足と示されていた。一方で、我々は三菱

ケミカルの KAITEKI 経営においては、伊藤ら

のモデルのレピュテーション要因に対応する

もの（MOE・MOT・MOS）が様々なステイクホ

ルダー（次世代、NPO、取引先、地域社会、

顧客、株主・投資、従業員、行政、業界団体、

地球）の満足を媒介して企業価値に繋がると

理解した。そのため、KAITEKI 価値創出モデ

ルでは様々なステイクホルダーを媒介要因と

した。また、伊藤らのモデルではレピュテーシ

ョン要因である経済要因、顧客要因、社会要

因、組織要因がそれぞれ株主満足、顧客満

足、社会的責任、従業員満足を生み出すとさ

れており、レピュテーション要因と媒介要因の

繋がりが限定的であったが、KAITEKI 価値創

出モデルにて MOE、MOT、MOS がそれぞれ

限定されたステイクホルダーの満足を生み出

すのではなく、全てのステイクホルダーの満

足を生み出すことができると考えたため伊藤

らのモデルにおける経済要因のみが株主満

足を向上させるというような限定された繋がり

はつくらなかった。たとえば、三菱ケミカルの

サスティナビリティレポートによると、同社の炭

素無機化学や紡糸技術から新たに自動車の

排気ガス処理装置内の浄化機器システムを

保護するクッション材、「MAFTEC」が開発さ

れた。現在、世界 No.1 のシェア 40%を有して

いる。この製品の特徴は、人体に及ぼす可能

性のある有害な繊維をほとんど含んでおらず、

高い安全性を有している点である。また「製品

を通じて CO2 を 350 万トン削減する効果を

出す」とあるが、実績として 99.1 万トンの CO2 

削減に成功している、と同レポート内では書

かれてある。このことからうかがえるように、こ

の製品の開発が人、ここでは車を利用する

人々や一般の人々、そして自然環境の二つ

のステイクホルダーの効用を高めているとい

えるだろう。 
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【企業価値】 

企業価値については、KAITEKI 経営が経

済的価値と社会的価値を創出するという記述

があったため、経済的価値と社会的価値の二

つとした。そしてそれらが最終的に KAITEKI

価値を生み出すと考えた。 

三菱ケミカルの KAITEKI 価値創出モデル

を図で表すと、下図のようになる。KAITEKI 価

値創出モデルと伊藤らのモデルの類似点は、

以下の二点である。 

①レピュテーション要因（MOE、MOT、MOS）

から経済的価値と社会的価値を創出している 

②レピ ュテーション要因は、ほぼ MOE ・

MOT・MOS に包括される 

しかしながら、二つのモデルには次のような

相違点がある。下図のように三菱ケミカルの

例では、MOE、MOT、MOS が多様なステイク

ホルダーの満足を高め、それが社会的価値と

経済的価値を生み出し、結果的に KAITEKI

価値を創出している。一方で、伊藤らのモデ

ルでは、経済要因・顧客要因・社会要因・組

織要因がそれぞれ株主満足・顧客満足・社会

的責任・従業員満足を生み出し、またそれぞ

れが経済価値、顧客価値、社会価値、組織

価値に繋がると示されており、この点が相違

点である。                                                                                            

 

以上より、一つ目の疑問の答えとして、組

織要因、社会要因、顧客要因、経済要因は

それぞれ組織価値、社会価値、顧客価値、経

済価値にのみ影響を与えているのではないと

いうことが分かった。そして一つの要因が特定

のステイクホルダーのみの満足を創出するわ

けではなく、一つの要因が多様なステイクホ

ルダーの満足を高めると言える。 

出所：谷本ゼミが作成 
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②ユニリーバ 

ユニリーバは、2009 年に「環境負担を減ら

しながらビジネスの規模を二倍にする」という

ビジョンを掲げ、その実現に向け「ザ・コンパス」

というグローバル戦略を実施している。ザ・コ

ンパスはユニリーバの企業ビジョンと目標を達

成するために定められており、四本の柱（ブラ

ンドとイノベーション、市場、継続的な改善、

社員）によって定義されている。この戦略は、

ユニリーバが「社会や環境から一方的に搾取

することなく、長期的に持続可能なビジネスの

確立」を実現するための施策である。さらに

2010 年に、成長とサステナビリティを両立す

るビジネスプラン「ユニリーバ・サステナブル・

リビング・プラン」を発表した。「すこやかな暮ら

し」「環境」「経済発展」の三つの分野で 2020

年までの数値目標およびアクションプランを

設け、各国で取り組みを進めている。 

ユニリーバがこの「ユニリーバ・サステナブ

ル・リビング・プラン」を定めた理由として、気

候変動や食糧危機、人口の急速な増加など

の企業をとりまく環境の変化によって世界の

人々が影響を受けていることを挙げている。

自然環境だけでなくこれらの環境の変化が、

市場の不安定さ、価格変動、原材料調達の

難しさなどの形でビジネスにも影響を及ぼし

ており、もはや従来通りのビジネスモデルでは

以上のような状況に対応できないことを示して

いる。このような現在の状況を踏まえた上で、

ユニリーバはサステナビリティを全ての事業活

動の中核においた新たなビジネスモデルを確

立したのである。このように、ビジネスのあらゆ

るところにサステナビリティを組み込むことで、

新たなビジネスチャンスを掴むことができ、ま

た、成長のための原動力が得られると示して

いる。 

「ユニリーバ・サステナブル・リビング・プラン」

では 2020 年までの目標を大きく三つに分け

て提示している。 

①社会への貢献「10 億人以上のすこやかな

暮らしを支援」：衛生に対する知識を補うた

めの活動や安全な水の提供、食事・栄養の国

際的基準を満たす人口比率の拡大など 

②環境負荷の削減「製品の製造・使用から生

じる環境負荷を半減」：製造を通して排出さ

れる温室効果ガスの削減や製品から廃棄さ

れるゴミの削減など 

③ビジネスの発展「数百万人の暮らしの向上

を支援」：途上国の女性へユニリーバの製品

の販売者となる事による就労の機会の提供、

サプライチェーン内の人権の確保など 

   

このような取り組みに対して、ユニリーバは

毎年振り返りを行い、それぞれの社会貢献活

動や環境のための活動がどれくらい成果をあ

げているかを具体的な数値で表すことによっ

てその進捗状況を公表している。例えば先述

した、社会貢献活動の目標である「衛生に対

する知識を補うための活動や安全な水の提

供」については 2014 年度実際にこのプログラ

ムを通して約 4 億人を支援し、また、環境負

担削減のための目標である「製品から廃棄さ

れるゴミの削減」では昨年度、2010 年度と比

較して 12％の削減に成功したと示している。

ユニリーバの報告書の中では具体的な数字
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を出すとともに色分けをして評価をするなど分

かりやすく報告されており、更に社会が抱える

問題に対してユニリーバが挑戦していること

（サステナビリティや人権問題など）に関して

起こりうるリスクを提示し、それに対してどのよ

うな対策を取るか発表している。 

  このように具体的な数値で活動の実績と今

後の目標を示すことによって、ユニリーバは

様々なステイクホルダーからの信頼を得ること

ができ、同時に社内においても統一されたゴ

ールに向かう環境が創りだされているのでは

ないか、と考える。しかしながら、本研究にお

いて我々は非財務面の活動がどのようなプロ

セスで企業価値に繋がるのか、というモデル

の検証と改善を行いたいため、ユニリーバが

このような活動をどのように企業価値につなげ

ているのかを見ていく。レポート内では次の二

つの例が示されている。 

①製造工程の改善により、2008 年以降、ユニ

リーバは累計 5000 億円を超えるコストを削減

した。ここではエネルギー効率の向上が大き

な役割を果たしたが、同時に、製品やパッケ

ージのイノベーションでもコスト削減を実現し

た。この取り組みによって、2014 年だけでも

300 億円以上を節約した。 

②ユニリーバの石鹸ブランドであるライフボー

イの新製品は、アクティブ・ナチュロール・シー

ルド（ANS）という画期的なイノベーションを採

用し、優れた殺菌作用を持ち、感染性胃炎や

腸チフス、コレラの原因となるバクテリアを防ぐ

効果を高めた。ANS を採用したことで、ライフ

ボーイ・ブランド全体の成長が促され、世界全

体の売上は 2014 年にさらに 15％増加した。 

 

以上の二つの例はいずれも「ユニリーバ・

サステナブル・リビング・プラン」に組み込まれ

た課題であり、パッケージのイノベーションや

石鹸の新しい効果を生み出すことを通して社

会的価値を、また同時に経済的価値を生み

出している事が分かる。 

ここでユリニーバの特徴をまとめると、 

①CSR 活動を中期経営計画（経営の中核課

題）に落とし込んでいる 

②自社の中期経営計画目標の進捗状況を評

価している 

③非財務活動が財務業績にどう繋がるのかを

示している 

の三点があげられる。特に②は自社の掲げた

目標の進捗状況を評価し、次の中期経営計

画につなげることで、PDCA のサイクルをつく

っている点にも注目したい。前節で示したよう

な伊藤らのモデルや企業の価値創出までの

プロセスが達成されるためにはレピュテーショ

ン要因が媒介要因、そして企業価値に繋がる

ようなアクションプランの設定が不可欠である。

なぜなら価値創出の理念だけが存在しても、

実際に各部署のアクションプランの中に落とし

込まなければ、現場では機能しないからであ

る。このことの実態を示すデータとして中期経

営計画と CSR に関する計画の関係について、

モーニングスター社による上場企業への次の

ような調査(SRI インデックス調査 2009)がある。

「中期経営計画に CSR が盛り込まれているか」

との問いに対し 50.6％と、半数の上場企業は

「イエス」と答えている。しかし「計画と連動さ



31 

 

せて CSR に関する計画を立てている」企業に

なると 12.7％と、その数が一気に少なくなる。

また中期経営計画に CSR 活動が盛り込まれ

ていると答えた企業の中には、理念としては

示されているものの具体的なアクションプラン

が不明確なケースも多い。 

したがって、企業のレピュテーション要因が

各ステイクホルダーからの信頼を獲得し、企

業価値創出に結びつくためには明確な目標

や戦略の設定を部署レベルで行う必要があり、

定期的に成果を振り返ることで、新しい課題

を設定し直す。つまり、ＰＤCA のサイクルによ

って価値創出のプロセスを明らかにすること

が求められる。そしてこれまでの業務内容、財

務データなどと共にチェックし、フィードバック

を行うことが必要なのではないだろうか。言い

換えれば、アクションプランにまで CSR 活動

を落とし込んで初めてレピュテーション要因は

企業価値に繋がるのである。 

 

第 5 節 持続可能な社会に求められる企業

価値創出モデル 

本節では、前節に述べた伊藤らの企業価

値創出モデルへの疑問に対して、企業事例

を基に答えを導き出す。その上で、伊藤らの

モデルをベースとして、持続可能な社会に求

められる企業価値創出モデルを提示する。 

 

【疑問点に対する答え】 

疑問① 組織価値、社会価値、顧客価値、経

済価値のそれぞれの価値が創出される際に

は、組織要因、社会要因、顧客要因、経済要

因から多元的に影響を受けているのではない

か。 

三菱ケミカルの例では、MOE、MOT、MOS

が多様なステイクホルダーの満足を高め、そ

れが社会的価値と経済的価値を生み出し、

結果的に KAITEKI 価値を創出している。よっ

て、伊藤らのモデルで示されているそれぞれ

のレピュテーション要因は、組織価値、社会

価値、顧客価値、経済価値における一つの

価値向上に影響を与えるのではなく、複数の

価値の向上に影響を与えると考えるべきであ

る。 

 

疑問② レピュテーション要因の全てが企業

価値に繋がるのか。 

我々はレピュテーション要因に含まれる活

動を企業が行っていたとしても、必ずしも企業

価値に繋がるのではないと考えた。なぜなら、

CSR レポートなどで紹介されたＣＳＲ活動が、

必ず企業価値に繋がっているのかということ

は不透明だからである。例えば、レピュテーシ

ョン要因の福利厚生の部分で企業が育児休

暇制度の充実をレポート内に掲げていたとす

る。しかしながら、そのビジョンが具体的にど

のように運用されていくのか、現在の進捗状

況はどのようなのか、どのように職場環境の改

善に役立てるかといったアクションプランを設

けなければこのビジョンは達成されない。この

疑問に答えるため、我々はユニリーバを参考

とした。ユニリーバは持続可能な社会のため

の新しいビジネスプランであるとする「ユニリー

バ・サステナブル・リビング・プラン」を掲げ、毎

年その進捗の報告、次年度の目標を具体的
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な数値を持って公表していた。我々は、ユニリ

ーバはレピュテーション要因に関わる CSR 活

動を中期経営計画に落とし込むことによって

社会価値・経済価値を生み出していると考え

た。したがって、レピュテーション要因が媒介

要因を通して企業価値を創出するためには、

CSR 活動を中期経営計画に落としこむ必要

があり、レピュテーション要因と媒介要因の間

に「中期経営計画のフィルター」のような機能

が存在する。 

 

以上のことを踏まえて、持続可能な社会に

求められる企業価値創出モデル示したのが

下図である。各レピュテーション要因は様々

な媒介要因を通して複合的に企業価値を創

出するものとし、さらにレピュテーション要因を

価値につなげるためには中期経営計画への

落し込みが必要であるとした。 

 企業価値については、三菱ケミカルの

KAITEKI 価値創出モデルで示されていた経

済価値・社会価値と、さらに環境価値を加え

た。CSR の議論が活発になった背景として、

企業による環境汚染や公害問題が挙げられ

ることから、企業価値の構成要素として環境

価値は欠かせないであろう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：谷本ゼミが作成 
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上図が持続可能な社会に求められる企業

価値創出モデルである。次に、実際の企業活

動をこのモデルに当てはめることで、我々が

示したモデルが一定の普遍性を持つことを明

らかにする。したがって以下に、我々が示した

価値創出モデルと近い形で、自社の価値創

出プロセスを示していると考えられたパタゴニ

アと富士フイルムのニつの企業の例を見てい

く。 

 

【パタゴニア】 

我々が提唱するモデルに近い形で価値創

出を行っている企業にパタゴニアがある。 

スポーツウェアの製造・販売を行うパタゴニ

ア（米）は「最高の製品を作り、環境に与える

不必要な悪影響を最小限に抑える。そして、

ビジネスを手段として環境危機に警鐘を鳴ら

し、解決に向けて実行する」ことを企業理念と

し、非営利団体の B Lab による B コーポレー

ションとして CSR を意識した企業活動を行っ

ている。具体的な事例を参照するために今回

はパタゴニアのアニュアルレポート 2015 を使

用することにする。 

レポートでは、パタゴニアが特に力を入れ

て取り組んでいるサプライチェーン管理につ

いて詳細に述べられていた。そもそもパタゴニ

アがサプライチェーンに対して管理を行うの

は、企業理念にあるような環境問題への配慮

を適切に行うためであると言える。またパタゴ

ニアは現在環境だけに留まらず、B コーポレ

ーションとしての使命を果たすためにサプライ

チェーンにおける従業員においても不当な扱

いを受けることのないよう配慮を行っている。

それらを実践することによりミッションを果たし、

企業の価値も向上させると考えているからだ。

かつてのパタゴニアは、予算が許す限り最高

品質のものを最短の納期と最良の価格で提

供する工場を探し、頻繁に監査を実施し、安

全性の欠如や不当労働など欠点が見つかれ

ば工場に改善を要請するというものだった。し

かしこの方法はあまり効果的でなく、監査の繰

り返しに繋がってしまった。そのためパタゴニ

アは 2008 年から「見識あるサプライヤー」プロ

グラムを用い、企業が厳密にサプライヤーとな

る工場の選別を行っている。2013 年にはこれ

までの項目に加え、既存のプログラムの更な

る強化が行われた。尚、現在このプログラム内

に入っていない他のパタゴニア製品を製造す

る工場も、社会的/環境的監査を実施し、継

続的な改善を進行している。 

上述した取引先工場の選別のためのプロ

グラムに加え、パタゴニア側の期待を供給業

者に明確に示すことができるよう「職場行動規

範」を定め、国際労働機関（ILO）の核である

労働水準とパタゴニアの工場が操業する国の

法律への準拠を義務付けている。項目は以

下のように分かれており、それぞれにパタゴニ

アの方針が記述されている。 
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生産者に対し公正さを求めることで、労働

者の生活水準を向上させ、結果として質の高

い製造が可能になる。それは企業の高い競

争力やブランド価値に繋がり、企業の財務業

績が上がると言え、また環境・コミュニティへの

配慮が企業にとっての社会的な価値に繋が

ると考えることができる。 

これらを踏まえ、パタゴニアの企業価値創

出プロセスを下図にまとめる。まず、レピュテ

ーション要因に挙げられるような活動に関す

る自社の実態を把握することから始まり、課題

が残ったものは中期経営計画に落とし込んで

問題の解決を図る。サプライチェーンを始めと

するステイクホルダーに配慮したそれらの行

動は結果として企業周囲からの信頼や評価を

集め、企業の社会価値や環境価値、そして業

績が増加することで経済価値の向上に繋がる

とするプロセスである。 

 

パタゴニアも三菱ケミカルの事例と同じく、

それぞれの要因が決められた価値にのみ影

響を与えている訳ではない。上述したようにサ

プライチェーン管理を始めとする社会要因へ

の対策が結果として質の良い製品を生み出し、

購買者の評価を集め、経済価値の向上に繋

がることも考えられるからだ。 

以上のパタゴニアの価値創出モデルは、

出所：谷本ゼミが作成 
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我々が上記で述べた価値創出モデルと類似

しており、そのため我々の価値創出モデルに

は一定の妥当性があるものだと思われる。 

 

【富士フイルム】 

またパタゴニアと同じように我々が提唱する

モデルに近い形で価値創出を行っている企

業に富士フイルムがある。まず、富士フイルム

が「不変の価値観」とする企業理念は、次の

通りである。「わたしたちは、先進・独自の技

術をもって、最高品質の製品やサービスを提

供する事により、社会の文化・科学・技術・産

業の発展、健康増進、環境保持に貢献し、

人々の生活の質のさらなる向上に寄与します」

といったことを定めている。またビジョンとして、

オープン、フェア、クリアな組織風土と先進・

独自の技術の下、勇気ある挑戦により、新た

な製品を開発し、新たな価値を創出するリー

ディングカンパニーであり続けるといったこと

を掲げている。これらの理念・ビジョン達成の

ために富士フイルムは、社会に価値ある革新

的な「技術」「製品」「サービス」を生み出し続

け、お客様の明日のビジネスや生活の可能

性を拡げるチカラになるというコーポレートス

ローガン「Value from Innovation」を制定して

おり、このスローガンの下、経済的価値の創

出について言及する中期経営計画

「VISION2016」と社会的価値について言及す

る中期 CSR 計画「Sustainable Value Plan 

2016」を作成している。「事業活動を通じて世

の中の様々な社会課題を解決することが、当

グループの事業成長の機会であると同時に、

社会への貢献に繋がると考えています。富士

フイルムグループは『新たな価値』創出により、

持続的な社会の発展に貢献できる企業を目

指します。」と富士フイルム社のホームページ

出所：富士フイルムウェブサイトより 
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に書かれていることから社会的価値創出と経

済価値創出の関連性について考えていること

がうかがえる。 

中期 CSR 計画である「Sustainable Value 

Plan 2016」の推進方針を三つ定めている(上

図参照)。具体的な内容としては、推進方針 1

では「製品・サービスなどを通じて環境、人々

の健康・生活・働き方に関する社会課題の解

決に貢献」を掲げ、健康・生活・環境・働き方

の四分野での活動を定めている。また推進方

針 2 では「生産活動などの事業プロセスにお

ける環境課題への積極的な取り組みを推進」

を掲げ、地球温暖化対策の推進・資源循環

の促進・製品・化学物質の安全確保の三分野

への積極的取り組みを定めている。さらに推

進方針 3 では「企業活動を支える CSR 基盤

をバリューチェーン全体にわたり強化」を掲げ、

グローバルなコンプライアンス意識の向上とリ

スクマネジメントの徹底、多様な人材の育成と

活用・CSR 視点でのバリューチェーンマネジ

メントの強化の三分野での活動を定めている。

以上の富士フイルムの CSR の中期経営計画

に対し、Sustainability Report2015 において

2014 年における自社の活動を報告し、また

今後の進め方を述べていることがわかる。 

以上からわかるように富士フイルムでは、ま

ず自社の企業理念やビジョンを定めそれに対

し現状の外部環境や内部環境の分析を行う

ことでそこから自社が中期的に取り組むべき

課題を設定している。この課題に対し自社の

CSR に関する中期経営計画を定め、また毎

年 CSR レポートを発行することで自社のその

出所：富士フイルムウェブサイトより 
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年の取り組みの開示と今後の方針の記載し、

PDCA のサイクルを回していることがわかる。

富士フイルムは「社会課題解決に向けた『新

たな価値創出』に積極的に取り組む」という旨

をホームページに記載しており、またこの活動

への取り組みが自社の新たな成長の機会に

なるため、CSR と事業活動の連携が重要だと

いうことについても言及している。以上の富士

フイルムの CSR に対する考え方は、我々が

上記で述べた価値創出モデルのように中期

経営計画に落とし込まれることによって CSR

が社会価値や環境価値生み出す一方で、そ

の取り組みが富士フイルムの新たな成長の機

会に繋がり経済価値を生み出すという点で、

我々の企業価値創出モデルと類似しているこ

とがわかる。そのため我々のモデルには一定

の妥当性があるものだと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 トータルな企業評価 

 

第 1 節 総括 

本研究の目的は、社会の持続可能な発展

が求められる中、社会に多大な影響を与えて

いる企業活動をどのように評価すべきかにつ

いて考えることであった。ただし、上でも述べ

たように、「トータルな企業評価」である「企業

活動の非財務面から財務面への繋がりを考

慮した上で、企業を財務面・非財務面の双方

から評価」を行うための手法を提示することは

できなかった。なぜなら、企業の非財務面で

の取組みが、財務業績の向上にどれだけ寄

与したかを明確に示すことは困難だからであ

る。 

しかし、本研究の大きな意義は、トータルな

企業評価を行う際に考慮すべき「非財務情報

と財務業績との繋がり」について、その繋がり

とは何なのか、またそのプロセスをモデルとし

て明らかにしたことであると言える。本章では

さらに、トータルな企業評価を実現させるため

に、ステイクホルダーと企業のそれぞれに求

められることについて言及する。 

本研究では三つのリサーチクエスチョンを

据え、それぞれのリサーチクエスチョンに答え

ていく形で、トータルな企業評価について検

討してきた。改めて、それぞれのリサーチクエ

スチョンへの答えをまとめる。 

（1）現在の企業評価で、企業価値を十分に

測定することができているであろうか? 

現在の会計上の企業評価では、無形資産

の一部を評価する動きはあるものの、近年重
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要性が高まっている ESG 情報や無形資産な

どの非財務情報を十分に評価していない。ま

た、非財務情報を含めて評価を行っている例

として、CSR ランキングや社会的責任投資な

どが挙げられるが、いずれも企業の非財務情

報と財務情報との関連性を考慮せずに別々

に評価しており、これでは企業活動をトータル

に評価できていない。 

（2）非財務情報と財務業績とはどのように関

連しているのか？ 

フォンブランは、企業のレピュテーションス

コアと財務業績とに正の相関関係があること

を示している。企業は、レピュテーションを向

上させる 23 の項目に基づいて企業活動を改

善していくことで様々なステイクホルダーの意

思決定に影響を与えると述べている。そして

伊藤らが、経済要因、顧客要因、社会要因、

組織要因に分類分けされたレピュテーション

要因が株主満足、顧客満足、社会的責任、

従業員満足を媒介して、経済価値、顧客価値、

社会価値、組織価値といった形で企業価値

が創出されるというモデルを提示している。 

（3）持続可能な社会に求められる企業価値

創出モデルとは？ 

伊藤らの企業価値創出モデルへの疑問に

対して、三菱ケミカルホールディングスおよび

ユニリーバの企業価値創出のプロセスを見て

いくことで 

①組織価値、社会価値、顧客価値、経済価

値のそれぞれの価値が創出される際には、組

織要因、社会要因、顧客要因、経済要因から

多元的に影響を受けている 

②レピュテーション要因に基づく企業活動を、

中期経営計画に落とし込むことにより企業価

値が創出される 

ということが分かった。 

 

三つのリサーチクエスチョンを通して、非財

務情報と財務業績との繋がりや、持続可能な

社会に求められる企業価値創出モデルを示

した。それを踏まえ、トータルな企業評価が実

現し、そのような評価の手法が広がるために

は、企業を評価するステイクホルダーと、企業

には何が求められるのかを述べる。 

 

【ステイクホルダー側】 

上記のように評価指標の開発はできなかっ

た。しかし、企業が創出しようとしている新しい

企業価値を評価するためには、以下の点に

着目すべきである。 

①伊藤らのモデルで示したレピュテーション

要因 

②①の要因から経済価値と環境・社会価値へ

の繋がり 

③価値創出モデルによって生み出される経

済価値と社会価値と環境価値 

以上三点に着目して企業を評価することで、

現在の企業価値とその価値が創出されるプロ

セスまでを含めた評価ができると考える。 

また、このような評価が市場に普及するた

めには、市場の成熟、つまり市場が企業の社

会的・環境的側面を理解し、評価基準の幅を

広げることが重要になってくる。この点に関し

ては、新たに節を設けて説明する。 
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【企業側】 

続いて、評価される側である企業が取り組

むべき点を三点述べる。 

①非財務面の活動が財務業績に繋がること

を理解する 

②我々が提案した企業価値創出モデルに沿

って、価値を創出する 

③非財務面の活動と財務業績とのつながりを

明記し、統合報告書などでステイクホルダー

に対し分かりやすく開示する 

ただし現在、統合報告書を発行していても、

非財務情報から財務業績へのつながりを明

記している企業は少ない。非財務情報と財務

業績の繋がりまで含めて情報開示を行うこと

によって、企業は外部から相応の評価を受け

ることができるようになる。 

 

第 2 節 市場の成熟 

前節で述べたように従来の企業の財務業

績を重視した企業評価に代わって、レピュテ

ーション要因や企業の経済価値と環境・社会

価値への繋がりにも着目した評価が市場に定

着するためには、市場の成熟が必要である。

市場の成熟とは、ステイクホルダーが消費や

投資などの意思決定プロセスに、企業活動の

社会的・環境的側面を理解しそれらに関する

評価を組み入れていくことである。 

我々が提示した企業価値創出モデルにお

いて、ステイクホルダーが企業のレピュテーシ

ョン要因に着目して評価し支援的行動に移る

ためには、どの程度市場が成熟しているかが

重要となる。市場の成熟によってもたらされる

ステイクホルダーの支援的行動が、どのように

企業に影響を与えるか、ここでは例として消

費者の購買行動を用いて考える。 

企業に社会的責任を果たすことを求める意

識が消費者の間に広がれば、消費者は製品

やサービスを選ぶ際に、価格や品質のみなら

ず製品の生産プロセスや人権・環境問題への

取り組みに着目するようになる。そして消費者

が実際にそれらの製品を購入ようになり、企

業の製品の生産プロセスや人権・環境問題へ

の取り組みが企業価値へと結びつく。 

現在全てのステイクホルダーが企業の経済

価値に加えて社会・環境価値を考慮して意思

決定を行う動きはまだ主流にはなっていない

ものの、徐々に広がりつつあるとも言える。こう

した現状を踏まえ以下ではステイクホルダー

の具体的な動向を紹介する。 

  

【グリーン・コンシューマー】 

グリーン・コンシューマーとは、環境配慮型

製品を積極的に購入（グリーン・ショッピング）

する消費者、あるいは CSR を果たしていない

企業の製品や、非倫理的な製品を買わない

消費者のことを指す。その起源は 1980 年代

から 1990 年代のアメリカであり、企業活動や

製品の調査と消費者への情報提供を行い、

グリーン・ショッピングを促すことでより良い社

会にしていくことを目的とする NPO や企業が

誕生したことによる。日本ではこうした動きは

活発ではなかったが、環境問題に取り組む企

業の製品を価格が多少高くても購入するとい

う消費者数は年々上昇傾向にあり、電通

（2013）によると 2013 年には消費者の 5 割ほ

どがグリーン・ショッピングに意欲的であった。 
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第 3 節 結論  

社会の持続可能な発展が求められる中、

企業が CSR を経営プロセスに組み込む動き

が徐々に広がっている。そのような中で企業

価値への認識にも変化が見られるようになっ

ており、財務的な利益から創出される経済価

値だけでなく、企業の環境問題や社会問題

への取り組みにも価値を見出す動きが現れて

いる。よって、ステイクホルダー側も企業活動

を評価する際には、企業の報告書などで示さ

れている個々の非財務的な活動に注目し、非

財務的な活動がどれだけ経済的な価値に影

響を与えているのかを考慮する必要がある。

そのためには、企業が自社の非財務面の活

動がどのような成果を挙げているかを、可能

な限り具体的な数値で示していくことも求めら

れる。 

最後に、我々が考える「トータルな企業評

価」が市場に浸透すれば、本業を通して CSR

に取り組んでいる企業の経済価値の向上と競

争優位の獲得をもたらし、同時に社会の持続

可能な発展が実現されるであろう。それゆえ

に、我々はこのような評価基準が社会に広が

り、企業の価値を測る新しいモノサシとなるこ

とを願ってやまない。
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早稲田祭 プロジェクト研究発表 

アンケート集計結果・振り返り 

(総数：33 名) 
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ご意見・ご感想（回答内容により谷本ゼミが分類） 
 

【発表内容に関して】 

・自分たちなりに定義や理論を理解し、発表していたので分かりやすかった。 

・専門的なことを分かりやすくかみくだいて説明していたので聞きやすかった。 

・説明と結論は分かりやすかったが、知識を持たずに始めの方を聞いていたので少し難しかった。 

・レピュテーション理論で伝えたいこととして内外の人的価値にも注目した発表があると更に良かった。 

・後半の新しい企業価値創出モデルは少し理解しづらい所があった。 

・難しいテーマだったので聞いている人も疑問を抱えながらになることは仕方ないが、発表者として最大

限わかりやすく伝える努力をしていたと思う。結論があいまいになってしまったのは、少し悔しい。 

・データなどの部分がないために抽象的に感じた。しかし、そこを感じさせない、結論の出し方に感心し

た。 

具体例をところどころ入れて説明するのは効果的だった。身近な例を挙げてもらえるのはわかりやすい。 

・まったくの初心者だったが、よく理解できた。三菱ケミカルやパタゴニアなど身近な企業が出てきたが、

もっと他の企業のことも知りたい。 

・事例を二つにしてもう少し深堀したらどうか。 

・具体的事例をもう少し増やしたほうが、聞き手に対して説得力が向上したと思う。 

・体系的にとても良い研究発表であり、勉強になった。個人的な意見としては、企業活動の競争優位性

や求められていることとして、社会的活動の重要性を考察する場合は、具体的な説明（例えば環境を配

慮したどのような商品、サービスなどの提供）が欲しかった。あと、伊藤らのモデルの最終版の内容の中

に、社内教育などの項目を入れて欲しかった。企業価値というものは、従業員一人ひとりの努力によって

生まれてくるものであると思う。 

・わかりにくい内容だが、今後の「持続可能な社会」に必要なことだということがわかった。企業価値をどう

出していくのか、数字に表せない部分が大きな問題である。 

 

【発表の方法・構成、スライドに関して】 

・(章・節が変わる際に)目次に戻って進行する点は分かりやすいと思った。 

・話のつながりが分かりやすい発表になっていた。 

・スライドの流れが順序立ててわかりやすく説明されていた。 

・問題提起から結論までぶれることなく分かりやすく理解できた。プレゼンの所々で議論を振り返る部分

があり、内容をよく理解することができた。 

・このスライドでは何を述べたいのか、ポイントをしっかり伝えていた。 

・発表者がプレゼンの中で何を伝えたいのかを明確に示していたので、難しい内容でもプレゼンの要点

を理解することができた。 
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・難しい内容だったが、それぞれの節の初めにきちんと言葉の定義がされていたり、順を追って根拠と結

論が述べられており理解しやすかった。 

・最終的に結論の振り返りを行ったので、研究内容を復習でき理解が深まった 

・体系的にとても良くまとめられていた。 

・良くまとまっていた 

・よく作りこまれたパワーポイントで分かりやすかった。 

・スライドのまとめ方が分かりやすかった。事例もあり考えやすかった。 

・プレゼンページ数をしぼってもよかったかもしれない。 

・三つのリサーチクエスチョンを通じて全体の流れが分かりやすかった。 

・問題点（リサーチクエスチョン）が 3 つ具体的に明記されているおかげで、発表の論旨も明確で分かり

やすかった。 

・構成がはっきりしていた。初めて聞いた場合も分かりやすいようスライドも工夫されていた。自分たちの

設けたリサーチクエスチョンに明確に答える形がよかったのだと思う。 

・説明とスライドがリンクしていた。一方で説明能力については向上の余地あり。 

・発表力がとても良かった。 

・発表者が聴衆の方を見ながら話しているのが印象的であった。 

・プレゼン力は見事。スライドの文章と図のバランスはよかった。 

・発表者の話し方が速いのでわかりにくい内容がもっとわかりにくくなっている。 

・話すスピードが速く、聞きづらい時もあった。 

・全体の流れやシンプルな記述など、スライドが見やすく、ポイントもまとまっていた。話し方がもう少しゆっ

くりだと聞き取りやすかった。 

・発表するときのパフォーマンスも興味を持ってもらうための１つのツールなので価値ある内容だけにひき

つける発表の仕方も研究していくべきである。 

 

【質疑応答に関して】 

・質問に対しての答えがもう少し丁寧に聞きたかった。（調査したことなどにももう少し触れて良いと思っ

た。） 

・質問の返答に対しても的確で分かりやすかった。 

・質問の受け答えが明確で素晴らしいと思った。 

・質問に対し、一生懸命答えていた点、的確な返答であった点が良かった。 

・質問に対して真摯に考え、答えてくれたので、納得できた。 

・質疑応答の進め方は良かった。先に全ての質問を集めて検討して答えるのはよかった。 

・質疑応答で答えにくい質問もあったと思うが、短時間話し合うだけで答えていたので、よく調べてきたの

だなと伝わってきた。 
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振り返り 
 

アンケート集計結果を踏まえて、早稲田祭におけるプロジェクト研究発表を振り返る。ただし、早稲田

祭での発表内容は本論文の内容と一部異なっていることをご理解いただきたい。なぜなら、当日の来場

者の中には、CSR の分野に初めて触れる方がいることを想定して準備を進めたからである。よって、早稲

田祭の発表では表題を「持続可能な社会に求められる企業価値―非財務情報と財務業績との関連性―」

とした上で、本論文で提示した企業価値創出モデルを理解していただくことに重点を置いた。さらに、発

表の前半部分では、CSR の定義や CSR が求められるようになった背景についてより詳細に説明した。 

 

まず、来場者に関して、ゼミ生以外の大学生・大学院生の方がいなかった。異なる分野を学ぶ大学生・

大学院生に我々の研究について意見を頂くことは、今後我々がより広い視点から CSR を学んでいく上で

非常に役に立つであろう。よって、来年度以降のプロジェクト研究発表では、ゼミ生以外の大学生・大学

院生により積極的に来場を呼びかけることが必要である。 

 

発表内容については、「わかりやすい」という回答が多かった。その大きな理由は、企業価値創出のプ

ロセスを、実際の企業例を用いて説明することで一定の理解を得られたからであると考える。 

しかしながら、結論があいまいであったという意見があった。我々も、この表題のもとで研究を進めてい

くならば結論に具体的な主張を織り込むことは難しいと考えていたが、結論を示すにあたりより一層の工

夫が必要であったと言える。 

 

 また、発表方法についても「わかりやすい」という回答が多かった。リサーチクエスチョンを三つ設定し、

それぞれの問いに順に答えていく形で発表したことが、大きな理由であろう。 

 一方で、発表者の話し方について、話すスピードが速いという意見を多数頂いた。話し方を改善するこ

とも、聞き手の理解をより深めるために非常に重要であるため、今後取り組むべき課題の一つとする。 

 

最後に、質疑応答に関しては、「良かった」という意見も頂いたが、返答内容が不十分であるという意見

もあった。今後このような機会があるときには、質問者に十分に納得して頂けるように返答することを目指

したい。そのためには、発表者自身が研究内容をより噛み砕いて理解すること、研究内容の周辺部分に

ついても事前に調査をすることなどが必要であろう。 

 

以上の振り返りを踏まえて、よい評価を頂いた点をさらに向上させ、反省点を改善していく。それにより、

インターゼミや卒論作成などをより充実したものとさせたい。 
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おわりに  

 

 

谷本先生が早稲田大学に赴任されてから、4 年が経過しようとしています。これまで一橋大学で

築き上げてこられた伝統と早稲田大学の活気を併せ持つ谷本ゼミの名に恥じぬよう、今日までゼミ

活動に取り組んでまいりました。 

 

今回のプロジェクト研究は、4 期生全員で 7 月から準備を始め、学園祭での発表を経て、本論文

の完成に至りました。論文作成にあたり、谷本先生から、丁寧かつ熱心なご指導を賜りました。論文

完成に際し、改めて御礼申し上げます。また、谷本研究室の大学院生や 4 年生の先輩方にも多く

の貴重なご意見を頂きました。ありがとうございました。 

 

早いもので、谷本ゼミ 4 期生が活動を開始してから 1 年が経ちました。振り返れば、活動を開始し

た当初は、期待よりも不安の方がはるかに大きかったことを覚えています。そのような状況から、春学

期の基礎演習や夏合宿を経て、何とか今回のプロジェクト研究の発表及び論文作成を終えることが

できました。今、改めて諸先輩方の偉大さを実感するとともに、次の目標に向けて決意を新たにして

いるところです。そして、4 期生一同、歴史と伝統あるこの谷本ゼミをより一層発展させるべく、これま

で以上に努力していきたいと思います。 

 

OB/OG の皆さまには、今後とも谷本ゼミのサポートをよろしくお願い申し上げます。最後に、谷本

ゼミでのご縁を大切にし、寛逓会で末永くお付き合いできることを感謝するとともに、皆様のご健勝を

心より願っております。 

 

2015 年 11 月 21 日 

第 4 期谷本ゼミナール幹事長 山本美穂 

第 4 期生一同 

 

 

 


