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企業と社会

CSR（Corporate Social Responsibility＝企業の社会的責

任）をテーマに、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。

研究内容

谷本ゼミについて
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ゼミ始動 基礎演習 ワーク
ショップ

国際学会 早稲田祭
4月 春学期 9月 9月 11月

本研究のテーマ

谷本ゼミについて
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非財務情報開示



企業の非財務情報開示
ー比較研究から見る日本企業の現状と課題ー

2018年11月3日（土）谷本寛治ゼミナール第 7期
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　1-1.　導入

企業はどんな情報を発信しているか？
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会計情報
売上高

配当金など

財務情報

非財務情報

（ESG）

環境(Environment)
　　　　…CO2排出量等

社会(Social)
　　…人権、労働慣行等
企業統治(Governance)

重要性が
高まっている

　1-1.　導入

・企業が公表する情報には2種類ある



ステイクホルダーにとってもこれまでのように財務情報だけ

では長期的な企業価値を適切に判断できない
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なぜ非財務情報を開示するのか?

　1.　問題提起

環境や人権などの問題が注目されており、

企業はそれらの問題と密接に関わっている
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非財務情報を開示することで企業にはどんなメリットがあるのか？?

非財務情報の開示を行うことで、（企業を取り巻く様々な利害関係者である）ステ
イクホルダーの意見やフィードバックを受けることができる。

非財務情報の開示を行うことで、ステイクホルダーの意見やフィードバックを受け
ることができる

情報開示

フィードバック

ステイクホルダー 企業

対話

ステイクホルダー・エンゲージメント

企業の評判を高め、社会からの要求に対応することができる

　1-1.　導入



日本企業は非財務情報を
どのように開示していくべきか

問題提起

12

　1.　問題提起
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2.日本と欧州のCSR背景比較

　2-1 日本のCSR背景

1970年代：公害問題・石油危機を契機に社会的責任が問われるよう

になった

→その後の景気後退により、CSRについては取り上げられなくなった

2003年：経済同友会による企業行動白書の発行

→CSRについて議論されるようになった

CSRについての議論は

古くから行われてこなかった
14

日本

谷本
（2002）



閉鎖的な企業構造では、

ステイクホルダーからの監視・評価が行われず、

企業のCSRは問われてこなかった 15

2.日本と欧州のCSR背景比較
　2-1　日本のCSR背景

日本

企業

谷本(2002)より谷本ゼミ作成

企業
ステイク
ホルダー

②圧力・期待
④監視・評価

①社会的影響力
③社会的関与

社会 社会

ステイク
ホルダー

企業

　理想 90年代以前

企業とステイクホルダーの関係



2000年代
・機関投資家の台頭
・グローバリゼーショ　ン
の進展
・経済同友会のCSRへ　
の提言(2003)

CSRについて
議論行われず

CSRの議論が
活発に起こるように

 

非財務情報開示への
関心の高まり

16

2014年
日本版スチュワードシッ

プ・コードの制定

2.日本と欧州のCSR背景比較
　2-2　日本のCSR背景

1970年代
公害問題

企業不祥事
企業犯罪

日本



日経平均株価の構成銘柄である

225社のうち217社(96%)が
サステナビリティレポート

（非財務情報報告書）を発行

出典：KPMGInternational Survey of Corporate 
Responsibility Reporting (2017)　7ページ日本企業における非財務

情報開示の姿勢が

積極的になってきた 17

2.日本と欧州のCSR背景比較
　2-2　日本のCSR背景

日本



1990年代
失業問題の多発

18

必要な範囲で非財務
指標を報告する指令

CSRについての議論が
活発に

大企業は環境、社会に
関する情報を開示する
義務

2003年
会計法現代化指令

2014年

EUの企業の非財務

情報開示の義務

2.日本と欧州のCSR背景比較
　2-2　欧州のCSR背景

欧州



2.日本と欧州のCSR背景比較
　2-2　欧州のCSR背景

2015年5月、デンマーク財務諸表等を改正する法律が成立

➡採用している CSRの方針を開示する必要があり、少なくとも、環境、社会及 
   び従業員、 人権の尊重、腐敗・贈収賄防止に対する取組みについて、方針の

   有無及び性質について述べなければならないと義務付けた

　デンマーク

2016年12月　EU 非財務報告指令の国内法化のために、「規則 2016」を制定

➡平均従業員数が 500 人を超える大規模な公的企業に対し、環境、社会、従業 　員

の問題、人権の尊重及び腐敗・贈収賄防止に関する情報並びにこれらに関  
   する企業ポリシーを、非財務情報として記載することを義務付けた

　イギリス

19

EU加盟国は2016年12月までに、この指令を国内法化することが
義務付けられていた。CSR先進国においては、国内法でEU非財務
報告指令に上乗せ規制をした

欧州
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日本

・2003年からCSRに関して本　格

的に議論が始まる

・非財務情報開示に関する法規　

制は制定されていない

⇒CSRが未発達で、
非財務情報開示に関する
法規制も為されなかった

・1990年代に失業問題を契機に　
CSRが広がる
・2014年にEU全体で非財務情　
報開示の義務化

⇒CSRの土壌が発達して
おり企業が自発的にCSR
の取り組みをしている

2.日本と欧州のCSR背景比較
　2-3　比較考察

欧州

日本と欧州ではそもそもの
CSRの発達や非財務情報開示に関する
法規制のあり方自体が異なる
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22

　　　 非財務情報の開示の現状はどのようであるかRQ

3.リサーチクエスチョンとフレームワークの設定
　3-1　リサーチクエスチョンの設定

日本と欧州ではそもそもの
CSRの発達や非財務情報開示に関する

法規制のあり方自体が異なる

背景



3.リサーチクエスチョンとフレームワークの設定
　3-2　非財務情報開示の手段

ステイクホルダーにとって有用かつ信頼性のあ

るコミュニケーション手段は報告書である 　　　

企業にとって有用なコミュニケーション手段

36%

40%

35%

32%

19%

（経済広報センター（2013）より谷本ゼミ作成）
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3.リサーチクエスチョンとフレームワークの設定
　3-3　GRI （Global Reporting Initiative）

米国の市民団体GERESが、国連環境計画（UNEP）との協力のもと1997年に始
めたプロジェクト

環境報告書の内容・質・信頼性・比較可能性向上のために、世界で統一した基準

を作成し、報告書を読み手であるステイクホルダーにとって意味のあるものにす

ることを目的としている

24

GRIとは

・GRIが企業の報告書の読み手であるステイクホルダーのためにつくられた　 世界

で統一された基準である

・様々な企業形態に対し柔軟に適応できる基準である

・現時点で日本、世界において多くの企業に用いられている基準である

GRI STANDARDをもとに、フレームワークを

作成し事例を研究していく



3.リサーチクエスチョンとフレームワークの設定
　3-4　フレームワーク　「①何を開示するのか」

GRI 101・報告内容に関する原則

1.2　報告書はサステナビリティという、より広い文脈の中で報告組織のパフォーマンスを提示しなければならない。

1.3報告書は次に該当する項目を記載しなければならない。

　1.3.1報告組織が経済、環境社会に与える著しいインパクトを反映している項目または、

　1.3.2ステークホルダーの評価や意思決定に対して実質的な影響を及ぼす項目

1.4報告書は経済、環境、社会の著しいインパクトを反映するとともに、ステークホルダーが報告期間中における組織の パ
フォーマンスを評価するのに十分な、マテリアルな項目及びその該当範囲を包含していなければならない。

GRI・報告内容に関する原則

GRI 101 ・報告品質に関する原則

1.5~1.10 はサステナビリティ報告書における情報の品質を確保するための選択の方法や適切な提示方法を示すものであ

る。

基準①：組織がステイクホルダーに与える影響と
　　　　ステイクホルダーの意思決定に影響する
　　　　事柄について報告できているか

25

GRI STANDARDS（2016）より引用



1.5~1.10 はサステナビリティ報告書における情報の品質を確保するための選択の方法や適切な提示方法を

示すものである。

以下の表は、要点を谷本研究室がまとめたものである。

・正確性(Accuracy)：十分な正確さと詳細さ を備えているか。

・バランス(Balance)：ポジティブ/ネガティブ両側面について言及しているか。

・明瞭性(Clarity)：ステイクホルダーが 理解しやすく、入手しやすい形 で提供しているか。

・比較可能性(Comparability)：パフォーマンスの経年変化や他の組織との分析 が容易になるように提示して

いるか。

・信頼性(Reliability)：報告書の作成に用いた情報・プロセスを 検証可能な方法で、また情報の品質とマテリア

リティを 確立できる方法で収集、記録、編集、分析、報告しなければならない。

・適時性(Timeliness)：報告組織は、ステークホルダーが確かな情報に基づく意思決定を行えるタイミングで

情報を入手できるよう、 定期的に報告しなければならない 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基準②：その情報は報告品質（正確性・バランス・　　　　　

明瞭性・比較可能性・信頼性・適時性）を　　　　　満たして

いるのか
26

3.リサーチクエスチョンとフレームワークの設定
　3-4　フレームワーク　「①何を開示するのか」

GRI STANDARDS（2016）より引用



GRI 101・報告内容に関する原則

ステークホルダーの包摂（ Stakeholder Inclusiveness）

1.1 報告組織は、ステークホルダーを特定 し、その合理的な期待や関心にどう応えてきたかを説明しなければな

らない。

【確認方法】

• 報告組織が説明責任を果たすべきステークホルダーについて説明できるか

• 報告書の内容には、特に報告書作成のために実施したステークホルダー・エンゲージメント・プロセスの成果が

  盛り込まれているか。

• 報告書の内容は、現在の活動で使用しているステークホルダー・エンゲージメント・プロセスの成果を 反映して

いるか。

• 報告に関する判断に必要な情報を得るためのステークホルダー・エンゲージメント・プロセスの成果は、 報告書

に含まれるマテリアルな項目と一致しているか。

基準②：個別の取り組み（マテリアリティ）に関しては

           　より詳細なステイクホルダーの特定が出来ているか 27

3.リサーチクエスチョンとフレームワークの設定
　3-4　フレームワーク　「②誰に開示するのか」

GRI STANDARDS（2016）より引用

基準①：広範なステイクホルダーの想定ができているか



GRI 102 ・報告実務
102-43　報告組織は、次の情報を報告しなければならない。

a.組織のステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法、種類別、ステークホルダー・
グループ別のエンゲージメントの頻度を含む、また、特に報告書作成プロセスの一環として行
なったエンゲージメントか否かを示す。

102-48　報告組織は、次のことを報告しなければならない。
a. 過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影響および理由

102-49 報告組織は、次の情報を報告しなければならない。
a.マテリアルな項目及び項目の該当範囲について、過去の報告機関から重要な変更

102-50　報告組織は次の情報を報告しなければならない。
a.提供情報の報告期間

基準①：ステイクホルダー・エンゲージメントへのアプローチ　方法（種

類、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメントの頻度含む）

や、報告書作成の一環としてエンゲージメントを行ったか否かを示して

いるか

28

3.リサーチクエスチョンとフレームワークの設定
3-4　フレームワーク「③どのように開示するのか」

GRI STANDARDS（2016）より引用



企業の情報開示におけるステイクホルダーからのFBが経

営活動において重要である

基準②：ステイクホルダーからのFBを経営に組　　　　

み込みを経営に反映させているか

谷本
（2006）

経営目標・計画を立て、事業を進め、活動成果をチェックし報告した

後にそれをもう一度循環させることが経営活動のプロセスに存在す

る

29

3.リサーチクエスチョンとフレームワークの設定
3-4　フレームワーク「③どのように開示するのか」



RQ1：非財務情報の何を開示するのか
基準①：組織がステイクホルダーに与える影響とステイクホルダーの意思決定に影響する事

柄 について報告できているか

基準②：その情報は報告品質（正確性・バランス・明瞭性・比較可能性・信頼性・適時性）を満
たしているのか　

RQ2：対象となるステイクホルダーを適切に理解しているか
基準①：広範なステイクホルダーの想定ができているか
基準②：個別の取り組み（マテリアリティ）に関してはより詳細なステイクホルダーの特定が出
来ているか

RQ3：どのように非財務情報の開示を行っているか
基 準①：ステイクホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方 法（種 類、ステイクホルダーグ
ループ別のエンゲージメントの頻度含む）や、報告書作成の一環としエンゲージメントを行った
か否か
基準②：ステイクホルダーからのFBを経営に組み込み、経営に反映させているか。

30GRI STANDARDS（2016）をもとに谷本ゼミ作成

　　　 非財務情報の開示の現状はどのようであるかRQ

3.リサーチクエスチョンとフレームワークの設定
3-4　フレームワーク
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アステラス製薬 第一三共

＜日本事例＞ ＜海外事例＞

製薬業界を選んだ理由

・世界で最も持続可能な100社として製薬会社が多くランクイン　してい

るため

・医薬品は生命関連商品であり、製薬会社には安全性の確保だけ　で

なく高い倫理観や道徳観が求められることから非財務情報の　開示に

早くから積極的であったため

32ノボノルディスク
（デンマーク）

グラクソスミスクライン（イ
ギリス）

4.事例研究
　4-1　選定理由



4．事例研究

4-2.　アステラス製薬

33

アニュアルレポート 2018



RQ1:非財務情報の何を開示するのか

基準①：組織がステイクホルダーに与える影響とステイクホルダーの意思　　　　

決定に影響する事柄について報告できているか

基準①を満たす

・CSR活動における重要課題を特定・優先順位

付けした「CSRマテリアリティ・マトリックス」を公

開し、CSR活動の指針としている

・各マテリアリティに優先順位をつけている

・2018年にこのマトリックスを全面的に見直し、そ

のプロセスも公開

34（出典：アステラス製薬株式会社　アニュアルレポート2018、21ページ）

4．事例研究

4-2.　アステラス製薬



基準②：その情報は報告品質を満たしているのか

RQ1:非財務情報の何を開示するのか

正確性
(Accuracy)

事業内容について数値をグラフ

で適切に示しているため、正確

性は保たれている

バランス
(Balance)

ネガティブな情報に関しては記

載はされていない

　明瞭性　
(Clarity)

「CSRマテリアリティ・マトリック
ス」を図で明確に示している。

WEBでバックナンバーもダウン
ロードできる

比較可能性　　
(Comparability)

数値の経年変化もグラフや表

で、目で分かりやすく掲載され

ている

信頼性
(Reliability)

KPMGあずさサスティナビリティ

株式会社から外部保証を受け

ている

　適時性　　　　
(Timeliness)

アニュアルレポートは年一回発

行されており、ステイクホルダー

が報告書をもとに意思決定を行

えるよう定期的に発行されてい

る
35

4．事例研究

4-2.　アステラス製薬



RQ2:対象となるステイクホルダーを
            適切に理解しているか

基準①：広範なSHの想定ができているか

アニュアルレポート内の記載

・「患者さんや医療従事者、社員、株主・投資家に与える影響は大き　　　く、特

に重要なステイクホルダーであると考えている。」

・「建設的な対話を進めるために、すべてのステイクホルダーに対して　　適時、

適切かつ公平に情報を開示している。」

・「情報開示と継続的なコミュニケーションを通じて、企業としての透　　明性を一

層高めている。多くのステイクホルダーとのコミュニケー　　ションツールとなるよ

う、図表や写真を用いるとともに、読みやす　　く平易な記述に努めている。」

基準①を満たす
36

より多くのステイクホ

ルダーを想定してこの

レポートを作成

4．事例研究

4-2.　アステラス製薬



RQ2:対象となるステイクホルダーを
            適切に理解しているか

基準②：個別の取り組み（マテリアリティ）に関してはより詳細な

　　　　SHの特定が出来ているか

CSR活動における重要課題を位置付けるために

CSRマテリアリティ・マトリックスを作成しているが

その個別のマテリアリティについて

ステイクホルダーを特定する記述はない

37
基準②を満たさない

詳細なステイクホル
ダーを特定することは
できていない

4．事例研究

4-2.　アステラス製薬



アニュアルレポートはステイクホルダーとのコミュニケーションを促進することを目的として発行していると明記している。また、

並行して、GRIの「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版」との対照表を掲載しており、アニュアルレポートの内容

を自己評価している。報告書作成プロセスの一環としてステイクホルダーとのコミュニケーションの機会を設けており、エンゲー

ジメントを行っていると評価できる。よって、ステイクホルダー・エンゲージメントへのアプローチはできていると記述できる。

RQ3：どのように非財務情報の開示を
行っているか

基準➀：ステイクホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法や、

　　　　報告書作成の一環としエンゲージメントを行ったか否か

アニュアルレポートはステイクホルダーとのコミュニケーションを促進するこ

とを目的として発行していると明記

報告書作成プロセスの一環としてステイクホルダーとのコミュニケーション

の機会を設けている

GRIの「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版」との対照表を

掲載しており、アニュアルレポートの内容を自己評価

基準①を満たす
38

ステイクホルダーエン
ゲージメントのアプロー
チはできている

4．事例研究

4-2.　アステラス製薬



RQ3：どのように非財務情報の開示を
行っているか

基準➁：ステイクホルダーからのFBを経営に組み込み、経営に反映させて　　　　

いるか

（出典：アステラス製薬株式会社　アニュアルレポート2018、20ページ）

基準②を部分的に満たす 39

CSR活動における重要課題の設定プロ

セスにおいて「①課題の設定②優先順位

付け③レビュー」の三つのステップの循

環を作っていると報告している

ステイクホルダーとの

コミュニケーションに

ついての詳細な記述は

なく不明瞭

4．事例研究

4-2.　アステラス製薬



企業考察

アステラス製薬　企業考察

RQと
基準

RQ1 RQ2 RQ3

基準➀ 基準➁ 基準➀ 基準➁ 基準➀ 基準➁

アステラス ◯ △ ◯ × ◯ △

40

CSR課題として重要なものを特定し、それをカテゴリーに分けるなど評価すべき
点があった

しかし「バランス」の面で不十分であること、個別の取組に対して重要視するステ
イクホルダーを特定する記述がないなど明瞭性に欠けており、改善の余地があ
る

4．事例研究

4-2.　アステラス製薬



41

ANNUAL REPORT 2017

COMMUNICATION ON PROGRESS 2017

4.事例研究
　4-3　Novo Nordisk



RQ1:非財務情報の何を開示するのか

基準①：組織がステイクホルダーに与える影響とステイクホルダーの意思　　　　

決定に影響する事柄について報告できているか

基準➀を満たす 42

・取り組みごとに進捗　を
報告している
・経年変化が明瞭

患者さん
・ノボノルディスクの糖尿病治療薬数
・患者さんのノボノルディスクの糖尿病治療製品に到達した
数
・寄付金
・研究のために購入した動物
・新しい特許

従業員
・従業員数
・従業員の離職率
・持続可能なエンゲージメントスコア
・経営陣の男女比
・労働災害の頻度

保証
・ビジネス倫理訓練を受けた従業員
・ビジネス倫理のレビュー
・Novo Nordisk Wayの円滑化からの
　行動ポイントの達成
・サプライヤーの監査
・製品リコール
・失敗した検査
・会社の評判

資源
・エネルギー消費
・生産のための再生可能エネルギーの
割合
・水の消費

排出および廃棄
・エネルギー消費によるCO2排出量
・製品流通からのCO2排出量
・無駄

コンプライアンス
・制限値の違反

4.事例研究
　4-3　Novo Nordisk



基準②：その情報は報告品質を満たしているのか

RQ1:非財務情報の何を開示するのか

正確性
(Accuracy)

非財務情報も財務情報と同様

に明記され具体的な数値が示

されている

バランス
(Balance)

CO2排出量の増加・社外評価

についてランクダウンした旨の

記載あり

　明瞭性
(Clarity)

非財務情報も財務情報と同様
にグラフを使用
経年変化が見やすい

比較可能性
(Comparability)

継続的に非財務情報を発信し

て経年変化が読み取れる

信頼性
(Reliability)

内部監査機関がある

外部監査人による保証で

AA1000の基準を使用

　適時性　　
(Timeliness) 毎年統合報告書を発行

基準②を満たす
43

4.事例研究
　4-3　Novo Nordisk



RQ2:対象となるステイクホルダーを
            適切に理解しているか

基準①：広範なSHの想定ができているか

基準①を満たす

「ノボノルディスクにとって重要な従業員、患者、医療従事者、支払人、投資家、政治家、

NGO、その他のステークホルダーと対話をし、長期的な成長目標を見直し、社外のステー

クホルダーや社員との信頼関係の再構築に注力しています。」

ノボノルディスクは社会面への取り組みに際して患者を中心に広範なステイクホルダーを

想定している

（NOVO NORDISK ANNUAL REPORT2017 より）

44

　患者 　医療関係者 　投資家 　政治家 　学生 　　

4.事例研究
　4-3　Novo Nordisk



RQ2:対象となるステイクホルダーを
            適切に理解しているか

基準②：個別の取り組み（マテリアリティ）に関してはより詳細な　　　　　SH
の特定が出来ているか

基準②を部分的に満たす
45

・ステークホルダーを特定し、ステークホルダーの

懸念と期待を考慮している

・ステイクホルダーの懸念・期待事項を解決できる

ようなマッピングを制作している

・個別の取り組みにおいてエンゲージメントを用い

てステイクホルダーを詳細に選定

ステイクホルダーの

懸念を解決するための

マッピングは掲載なし

4.事例研究
　4-3　Novo Nordisk



RQ3：どのように非財務情報の開示を
行っているか

基準➀：ステイクホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法や、

　　　　報告書作成の一環としエンゲージメントを行ったか否か

患者

従業員

聞き取り調査の実施・フィードバックの収集

→「改善計画が必要な部分は、計画の内容と改善期

間を各拠点のマネジメントチームと合意」

Cities Changing Diabetes：都市における2型糖

尿病の劇的な上昇への対応を図るプログラム

→問題をマッピングし解決策を共有

基準①を満たす 46

4.事例研究
　4-3　Novo Nordisk



RQ3：どのように非財務情報の開示を
行っているか

基準➁：ステイクホルダーからのFBを経営に組み込み、経営に反映させて　　　　

いるか

患者や糖尿病専門医などのステイクホル
ダーからの評判をスコア化

（NOVO NORDISK ANNUAL REPORT2017 より）

結果をどのように活用し経営を行っている

のか不明確

基準②を部分的に満たす
47

4.事例研究
　4-3　Novo Nordisk



企業考察

RQと
基準

RQ1-1 RQ1-2 RQ1-3

基準➀ 基準➁ 基準➀ 基準➁ 基準➀ 基準➁

Novo
Nordisk ◎ 〇 〇 △ 〇 △

Novo Nordisk企業考察

48

・エンゲージメントで得られた成果を経営にフィードバックしている旨を　表明して
いるものの、具体的な内容が不明確

・独自の方法でステイクホルダーの関心事を特定

・わかりやすい形で非財務情報を開示

4.事例研究
　4-3　Novo Nordisk



cRQと
基準

RQ1 RQ2 RQ3

基準➀ 基準➁ 基準➀ 基準➁ 基準➀ 基準➁

アステラス ◯ △ ◯ × ◯ △

第一三共 ◯ △ ◯ × ◯ △

GSK ◎ ◯ ◯ × ◯ △

Novo 
nordisk ◎ ◯ ◯ △ ◯ △

49

・海外企業はネガティブ情報を開示しているが日本企業は不足している
・海外企業は個別のマテリアリティについて詳細に報告している
・多くの企業は詳細なステイクホルダーを特定できていない

4．事例研究

4-4.　結果 企業考察



50

　　非財務情報の開示の現状はどのようであるかRQ

日本企業も海外企業も完全な非財務情報開
示には至っていないが、海外企業には特に優
れている点もある

 A.

4．事例研究

4-4.　結果
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4章　事例研究

3章　RQとフレームワーク

2章　日本と欧州のCSR背景比較

1章　問題提起

　　　　　  日本企業は非財務情報をどのように開示し
ていくべきか

問題提起

　　　　非財務情報の開示の
　　　　　現状はどのようであるか

RQ

5章　結論
52

　5.結論



事例の
差異

53

日本企業 海外企業

要因
CSRが広まった背景の相違

非財務情報の開示の社会的風潮

　5.結論



欧州

・GRIの基準を完全には満たせて　い
ない
・一部の項目で独自の工夫を凝ら　し
ている

日本

・GRIの基準を完全には満たせて　い

ない

・独自性がない
54

・CSRの発展が遅れている

・非財務情報開示に関する法規制　

が整備されていない

背景

・1990年代に失業問題を契機に　　
CSRが広がる
・2014年にEU全体で非財務情報　
開示の義務化

背景

RQからわかること RQからわかること

　5.結論



・日本企業も欧州企業もGRIの基準を満たせていないことは問題である

・GRIなどのグローバルスタンダードは企業の長期的な将来性や成長性の向上の　ため

には不可欠であるので、基準を満たすべきである

・欧州のような法規制をそのまま日本に適用させたからといって、質の高い非財　務情報

が開示されていくとは限らない

・欧州の企業のように、企業のCSR指針や方針、取り組みを基に独自の工夫をす　べき

である

55

独自の工夫をした報告書という点で社
外評価が高かった
GRIに頼らない報告書であるために、
RQのフレームワークでは問題が見つ
かった

閉鎖的な企業構造のもとでCSRの発

展が遅れていたため、情報開示が不

十分だった

そのためRQのフレームワークでは問

題が見つかった

本研究より考えられること

考察 考察



日本企業は非財務情報をどのように開示していくべきか

問題提起

　　　　　非財務情報の開示の現状はどのようであるかRQ

「何を」「誰に」「どのように」を、
企業のCSR方針・取り組みを基に独自の
工夫を加えて詳細に開示していくべき　　　　　　　　　

 結論

56

　5.結論
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