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はじめに 

 

  近年、世界中で ESG投資が重要視されるようなっており、その市場規模は拡大を続け

ています。こうした市場の流れのなかで、企業は株価や配当といった財務情報だけでなく、

環境や社会・ガバナンスについての情報を公開していくことも求められるようになってい

るのです。 

 日本でのその最たる動きは、2015年に GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が PRI(責

任投資原則)に署名したことです。このことから日本でも ESG情報を適切に開示していくこ

とが求められると考えられます。 

 

 そこで私たちは企業にとってより良い非財務情報の開示とは何なのかを、日本と海外の

企業の情報開示を事例分析することで考察することにしました。その結果、この非財務情

報の開示という課題が単なる情報開示の方法や考え方に留まらず、企業の CSR に大きく影

響を受けているのではないかと考えました。 

 

 これからますます求められるであろう非財務情報の開示に対して、日本企業はどのよう

に取り組むべきであるのか。このような観点から、私たちは以下のテーマを設定し、論文

を制作しました。 

 

「企業の非財務情報の開示―比較研究から見る日本企業の現状と課題―」 

 

難解な点もあると思いますが最後までお読みいただければ幸いです。 

 

 

 

 

2017 年 11月 10日 

第 7 期谷本ゼミナール 黒澤俊哉 
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教授・ゼミ生紹介 

■谷本寛治先生 

 

 

生真面目でぶれない性格。意外とおちゃめなところもあり、お話し好きで話し出すと止まらな

い内容は豆知識や趣味の話など幅広い。メリハリやけじめを大事にしており約束を大事にする。

テニスが得意で台北でも現地の人になじんでプレーしていた。毎週現地の学校の様子や気づき

を通信で作成してくれ、来年には通信を編集した著作が出版される。 

 

①出身高校、②サークル、③趣味 

■新井苑花(渉外) 

 

① 神奈川県立平塚江南高校②広告研究会③お手紙書くこと 

歌歌う〜踊り出す〜そんちゃんスマイルとっても素敵〜 

ゼミのムードメーカー、その言動・行動で雰囲気を明るくしてくれる。独自のワールドを持っ

ている。最近強めの女笑。ちょっと人に厳しく当たることを覚えたらしい。タイピングの速さ
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が神。議事録の神。議論もちゃんと進められる。つまりマルチ。茄子の味噌汁が好き。 

■市川紀菜(幹事長) 

 

①桐蔭学園②book portal③神社巡り、読書 

我らがゼミ幹であり、幹事長の鑑。きなこもちというあだ名も持つ。 

ツボに入ると大変。服がいつも女の子っぽくて可愛い。 

声がよく通る。通り過ぎる。ときどきうるさい。最初は仏のように心の広い人かとおもったら、

だんだん仲良くなるうちに結構世の中に不満を持っていることがわかった。こにしに厳しい。 

責任感強め、声でかめ、動き可愛め。桐蔭学園甲子園おめでとう 

 

■黒澤俊哉(渉外) 

 

①東山高校②早稲田祭運営スタッフ③サッカー観戦 

関西人の威厳保ちたがり。せやな男。滋賀。 

関西人ゆえ、たまに関西のノリに他の人がついていけない時がある。基本的にツッコミが厳し

いが、たまに優しい時があってびっくりする。きなをよくいじり、きなに厳しい。 

実は良い人！黙っているけど仕事をしているタイプ！最近頷いてくれるから嬉しい！カップラ

ーメンを食べてるイメージ！よく「おつかれーっす」って言う人笑 
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■小西将生(副幹事長) 

 

① 大阪府立豊中高等学校文理学科②サークルアップ③サッカー観戦、美術館巡り、読書 

語尾が常に「〜〜っていうか」。最近語尾ばっかり気になって話の内容が入ってこない。 

仕事を与えられる前に自分で探してできる人。1日の時間が確実に伸びている！見た目に反し

てクリエイティブなことが得意。優しさは伝わってくる、けど何言ってるかわからない時ある

笑。谷本ゼミ 1のマイペース。授業に 5分遅れで来たり、合宿の時には空港行きのバスに乗り

遅れたり、もっと早く起きよう…。 

 

■清水智菜(企画広報・寛逓会) 

 

 

① 札幌月寒高校②広告研究会③Youtube、ネットサーフィン 

顔可愛い小さい。発言力の素晴らしさ。谷本ゼミのロジカルウーマン。強い女。きっとみんな、

ともなになりたいハズ。頭の回転が早い。細いのに食べるのはめちゃくちゃ早い。私生活が充

実していて羨ましい。理論とかを整理してまとめ直してくれるのでつい頼ってしまう！ともな
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の口癖が伝染したよ！辛い麺が好き！ニギヤカシだけどロジカルシンキングすごい！ 

■清水穂奈美(渉外) 

 

① 山梨県甲府西高校②DOORS-日越交流プロジェクト③洋画鑑賞、料理 

みんなのママ。ニコニコ。ターリー屋についてなんでも知ってる。南アフリカを南アルプスっ

ていうくらいに郷土愛強い。最近ゼミのせいでカフェイン中毒になっている。喋りたいことを

すぐに口にするので、話の流れをよくぶった切る。優しい！いつも積極的にゼミを進めようと

してくれるので助かる！笑顔が可愛い！頷き屋さん・持ち上げ屋さん・ほほえみやく、楽観的

ガール。 

 

■中川美紗季(寛逓会) 

 

① 鴎友学園女子高等学校②なし③かき氷屋さん巡り、ミュージカル鑑賞 

基本的には人の話に同調してくれるが、たまに感情的・アグレッシブになるところが面白い。

ディズニー大好きな高円寺住みのセレブ。実家が高円寺って言ってみたい・・・。割り振った

タスクをやってくる精度が高い。面白いよ！笑い出すと止まらないとことかも素敵だ！細かい
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仕事や調べ物が得意でいつも助けられている！グミが好きだよね！美味しいよね！もくもくと

パソコンに向かう、みんなのサポート役。笑顔かわいい。 

2018 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 

 

9 月 ワークショップ＠早稲田大学(国立台北大学と合同) 

   「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 

   台湾合宿＠国立台北大学、ジョイントワークショップ(国立台北大学と合同) 

 

10 月 プロジェクト研究 

 

11 月 早稲田祭での研究発表 

   「企業の非財務情報の開示―比較研究から見る日本企業の現状と課題―」 

 

【今後の活動】 

12 月 横浜市立大学・大阪市立大学とのインターゼミ＠横浜市立大学 

       忘年会 

 

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 
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企業の非財務情報の開示 

―比較研究から見る日本企業の現状と課題― 

 

 

第 1章 本論文の狙い・構成 

  第 1節 本研究の狙い 

  第 2節 本論文の構成 

 

第 2章 問題提起 

  第 1節 戦略的コミュニケーション 

  第 2節 ステイクホルダー・エンゲージメント 

  第 3節 非財務情報の定義 

  第 4節 非財務情報の意義・目的 

  第 5節 日本の非財務情報の潮流 

  第 6節 世界の非財務情報の潮流 

  第 7節 問題提起 

 

 

第 3章 日本と欧州の CSR背景比較  

  第 1節 日本の CSR背景 

  第 2節 欧州の CSR背景 

  第 3節 比較考察 

 

 

第 4章 リサーチ・クエスチョンとフレームワークの設定 

  第 1節 非財務情報開示の手段 

  第 2節 GRIスタンダード 

  第 3節 フレームワーク 

  第 4節  リサーチ・クエスション 
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第 5章 事例研究 

  第 1節 企業選定理由 

  第 2節 事例研究(1) アステラス製薬株式会社 

  第 3節 事例研究(2) 第一三共株式会社 

  第 4節 事例研究(3) 武田薬品株式会社 

  第 5節 事例研究(4) Glaxo Smithkline 

  第 6節 事例研究(5) Novo Nordisk 

  第 7節 リサーチ・クエスチョン考察 

 

 

第 6章 結論 

  第 1節 考察 

  第 2節 結論 

  第 3節 総括  
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第 1 章 本論文の狙い・構成 

第 1節 本研究の狙い 

 近年、世界中で ESG 投資が重要視される

ようになっている。こうした市場の要求に

応えるため、企業は株価や配当といった財

務情報だけでなく、環境や社会・ガバナン

スについての情報を公開していくことも求

められるようになっている。 

 日本での大きな動きとして 2015年に

GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が

PRI(責任投資原則)に署名したことが挙げ

られる。このことから日本でも、財務情報

だけでなく ESG情報を適切に開示していく

ことが求められると考えられる。 

 そこで本研究では、企業にとってより良

い非財務情報の開示とは何なのかを、日本

と海外の企業の情報開示を事例分析するこ

とで考察する。 

 

第 2節 本論文の構成 

 本論文は 7つの章で構成されている。 

 まず第 1章では本研究の狙いと目的を明

らかにする。 

第 2章では、企業にとってなぜ情報開示、

特に非財務情報の開示が重要であるのかを

「戦略的コミュニケーション」の観点から

論ずる。その中で非財務情報の開示が求め

られている流れを確認し、そのうえで問題

提起を示す。 

第 3章では、第 4章で行う日本企業と欧

州企業の事例研究のため、それぞれの地域

で CSRが広まった背景を確認する。 

第 4章では、非財務情報の開示手段とし

て報告書という手段に注目して考察してい

く。その際、非財務情報を開示する報告書

の作成において最も使用されている「GRI

スタンダード」からフレームワークを作成

する。そしてリサーチ・クエスチョンを設

定し、フレームワークを用いることで考察

していく。 

第 5章では、前章で作成したフレームワ

ークに基づき、日本企業 3社、欧州企業 2

社の報告書で事例研究を行い、各自の考察

を論じたうえで、5社の事例研究を通した

リサーチ・クエスチョンの考察を行う。 

第 6章では、第 2章から第 5章まで全体

の結論を述べる。そのうえでここまでの内

容を振り返り、総括とする。 
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第 2 章 問題提起 

 

第 1節 戦略的コミュニケーション 

 本研究におけるテーマは「Strategic 

Communication in Business and Society(企

業と社会の戦略的コミュニケーション)」で

ある。ではそもそも企業のコミュニケーシ

ョン(corporate-communication)とは一体

何を指すのだろうか。 

 柴山(2011)は、「企業のコミュニケーシ

ョンを、企業とステイクホルダーの双方向

のコミュニケーションであり、関係性をマ

ネジメントすること」と述べている。また

宮田(2004)は企業のコミュニケーションを、

企業の内外にわたるコミュニケーション活

動の統合化に基づく企業価値の伝達活動で

あり、さらにそのフィードバックによって

自己変革を行い、多様なステイクホルダー

との良好な関係を保全する行為だと述べて

いる。 

これらのことから、我々は企業のコミュニ

ケーションとは、「企業とステイクホルダ

ーが双方向に関わり合うことで、互いに良

好な関係性を構築していくこと」と考えた。

次に、企業とステイクホルダーの関係性と

は何であるかを考えていく。 

 Roper(2012)は、企業とステイクホルダー

の関係を、①フィランソロピー、②ステイ

クホルダー・マネジメント、③ステイクホ

ルダー・エンゲージメント、④パートナー

シップの四つに区分している。(図 1-1)。

この中でも、特に注目すべきが、②ステイ

クホルダー・マネジメントと、③ステイク

ホルダー・エンゲージメントである。

Roper(2012)は、ステイクホルダー・マネジ

メントとステイクホルダー・エンゲージメ

ントが明確に異なったものであると述べて

いる。その違いとは企業とステイクホルダ

ー間のコミュニケーションが、一方向もし

くは双方向であるか、ということに収斂す

る。

 

 つまり、ステイクホルダー・マネジメン

トは企業側のみからステイクホルダーを管

理もしくはコントロールしようとする関係

である一方で、ステイクホルダー・エンゲ

ージメントは企業とステイクホルダーが対

話を通して、両者が積極的に関与し合う関

係のことを指すのである。 

 冒頭で我々は企業のコミュニケーション

を「企業とステイクホルダーが双方向に関

わり合うことで、互いに良好な関係性を構

築していくこと」とした。これらを踏まえ

企業のコミュニケーションの本質とは、企

業とステイクホルダーの関係から考えると

ステイクホルダー・エンゲージメントが最

もあてはまるのではないかと考えた。 

 

第 2節 ステイクホルダー・エンゲージ

メント 
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 ステイクホルダー・エンゲージメントの

定義については、学者や研究機関ごとに

様々な見解がある。 

 

・谷本(2006)  

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。 

 

・Roper(2012) 

相互利益と信頼関係に基づいた社会資本の

構築による長期的利益を目的としたプロセ

ス。 

 

・Accountability(2015) 

ステイクホルダーとの合意結果を達成する

ためという明確な目的を以て、関係するス

テイクホルダーと相互に関わり合う方法。 

  

 このようにステイクホルダー・エンゲー

ジメントには様々な定義がある。そこで共

通して言及されているのは、企業とステイ

クホルダーの相互の関わり合いが前提にな

るということである。ここで重要な点は、

エンゲージメントで得た結果を企業経営に

生かしていくことであると我々は考えた。

したがって本研究においては、谷本(2006)

の「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」をステイ

クホルダー・エンゲージメントの定義とす

る。 

 それでは、企業はなぜステイクホルダ

ー・エンゲージメントを行うのか、その目

的とメリットについて見ていく。企業がス

テイクホルダー・エンゲージメントを行う

目的について、Roper(2012)は「主に企業の

合法性と評判のためである」と述べている。

この点については「企業が責任をもって行

動していると考えられる場合、社会はその

期待にしたがって、社会の利益のために正

統性を与え、正統性は苦境の中で組織に何

らかのプロテクションを与え、他の評判の

良くない企業に比べて競争優位性を獲得で

きる」と述べている。Lawrence(2002)も「ス

テイクホルダー・エンゲージメントは企業

の評判を高める」と述べている。さらに

Business for Social 

Responsibility(2016)も、「ステイクホル

ダー・エンゲージメントはリスクマネジメ

ントやレピュテーションとしての手段を超

え、企業価値の重要な要素となる」と述べ

ている。Accountability(2015)は、ステイ

クホルダー・エンゲージメントを行うにあ

たって目的は定めるべきものであり目的を

企業全体の戦略と実施に繋げるべきである

と述べている。この目的は広義に戦略と経

営の 2つのカテゴリーがあり、戦略とは戦

略の発展・向上のため、経営とは課題の認

知・解決のために行うことであり、信頼に

基づいた関係を構築するためには、この 2

つを内在させなければならないことを

Accountability は指摘している。 

 以上のことから企業がステイクホルダ

ー・エンゲージメントを行う目的は、企業

にとって評判の良くない他社に比べて競争

優位を獲得できる、企業価値を高める重要

な要素となるなどのメリットが得られるこ

とだと考えられる。 

 しかし、ステイクホルダー・エンゲージ

メントを行う理由は企業の評判を高めるた

めや企業価値を高めるためということだけ
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ではない。企業だけではなくステイクホル

ダーや社会にとってもメリットがある。 

 ステイクホルダー・エンゲージメントを

行うことでステイクホルダーが得られるメ

リットに関して、Lawrence はステイクホル

ダーが不適切な活動を見つけ、抗議し、企

業活動を変えることができる点やそのステ

イクホルダーが掲げる理念とその実践のた

め企業の支持を得る点を挙げている。さら

に Accountabilityは、ステイクホルダー・

エンゲージメントを行うことによって可能

となることとして以下のことを述べている

(表 2-1)。 

 

表 2-1 ステイクホルダー・エンゲージメントを行

うことによって可能となること 

►意思決定プロセスにおいて、考慮される機

会を与えることにより、より公平で持続可

能な社会開発につながる。 

►持続可能性管理と報告のための重大な問

題を特定するのに役立つ。 

►リスクと評判のより良い管理を可能にす

る 

►単一の組織が到達できない問題を解決し、

目的を達成するためのリソース（知識、人、

金、技術）を溜めることを可能にする。 

►市場の発展や文化の動態を含む、複雑な事

業環境の理解を可能にする。 

►ステイクホルダーからの学習を可能にし、

製品とプロセスの改善、革新をもたらす 

►意思決定と行動を向上させるためにステ

イクホルダーに情報、教育、影響を与え、

組織と社会に影響を与える。  

►信頼関係に基づく透明なステイクホルダ

ーの関係の発展に貢献する 

出典)Accountability(2015)より谷本ゼミ作成 

  

 以上のようにステイクホルダー・エンゲ

ージメントは企業の評判を高める、企業価

値の向上など多くのメリットが企業にある

ことに加え、ステイクホルダー・社会にと

っても意義のあるものであることがわかる。

そして企業とステイクホルダー双方に大き

なメリットがあることが、ステイクホルダ

ー・エンゲージメントが行われるべき理由

と考えられる。エンゲージメントを行う際

には、まず企業側から情報を開示すること

が重要である。そのため、この章ではステ

イクホルダー・エンゲージメントの一形態

である情報開示に焦点を当てることにする。 

 情報開示の定義について、小島(2005)に

よると「情報開示とは、必要に応じ利害関

係者に適時情報を開示するもの」としてい

る。そして情報開示は「何をどこまで開示

すべきか、開示された情報の内容の信頼性

をどのように確保するか、企業などの自主

的な選択に任せた場合にどのような点で開

示が不足または、過剰となるか」を考える

ことが重要であると述べている。また Belal 

& Cooper(2011)は、「情報開示は企業にと

ってステイクホルダーへの主要なコミュニ

ケーションツールとして考えられる」と述

べている。非財務情報の開示は、投資家や

株主だけでなく多様なステイクホルダーに

向けて情報開示をすることが必要である。

したがって今回は情報開示を「企業が多様

なステイクホルダーに対し適切な情報を開

示するためのコミュニケーションの手段」

と定義する。 

 それでは、現在のステイクホルダー・エ

ンゲージメントの一環として行われる情報

開示にはどのような課題があるのであろう
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か。ここではアディダスとアシックスが実

際に行なっている事例から、日本または世

界で行われているステイクホルダー・エン

ゲージメントにどのような課題が挙げられ

るのかを見ていく。 

 アディダスやアシックスに代表されるス

ポーツ業界は、特にサプライチェーンのマ

ネジメントにおいてステイクホルダーとの

対話が求められてきた。例えば 1997 年に

アメリカで Nikeの不買運動が発生し、2004

年アシックスのインドネシア工場で Play 

Fair(NGO)から労働環境を批判された。 

 アシックスは上記で述べた Play Fairか

らの批判を受けて、サプライチェーン・ス

ポーツ用品・繊維・人権などの多様な国際

NGOとのエンゲージメントに取り組んでい

る。アシックスは CSR・サステナビリティ

に関する部署として、日本・欧州・米国の

3 局に担当者を置いている。また同社のサ

ステナビリティレポートにおいて、「ステ

ークホルダーの優先事項と懸念事項を認識

し、これらの洞察を使用し、短期的および

長期的な持続可能性戦略を導く」旨を述べ

ており、ステイクホルダー・エンゲージメ

ントに対する積極的な姿勢を表明している。

しかし実際に行われたステイクホルダー・

エンゲージメントに関する簡単な紹介があ

るものの、エンゲージメントによって得た

レビューをどのように分析し、経営活動を

改善したかなどの内容が述べられていなか

ったことがアシックスの問題点として挙げ

られる。 

 またアディダスも 1997年の FIFAフラン

スワールドカップの公式球の製造における

児童労働を指摘された。これを受けてアデ

ィダスは多様な専門家に構成される SEAチ

ームを組織した。SEAチームは途上国の衣

料品産業工場の社会状態・環境状態を改善

するため、また様々なステイクホルダーと

戦略的なパートナーシップを建設するため

に設立され、主にアジア太平洋地域・中央

アメリカ・ヨーロッパで活動している。ま

たアディダスはほかにもステイクホルダー

と関わる機会を準備し、そのフィードバッ

クを受ける機会も持っている。 

 アディダスの例とアシックスの例では、

両社とも一見するとステイクホルダー・エ

ンゲージメントを行う上での CSR推進体制

を整えているように見受けられる。しかし

アシックスは、アディダスの例と比べてス

テイクホルダー・エンゲージメントの主題、

その手法やどのようにステイクホルダーか

らのフィードバックを経営活動に活かして

いるかなどの、情報開示の中でも非財務情

報開示に関する面が不十分であると結論付

けた。 

 そこで本研究では我々が考えている企業

と社会の戦略的コミュニケーション、つま

りステイクホルダー・エンゲージメントの

一環として未だ課題が残っている非財務情

報の開示のより良いありかたを複数の企業

を比較しながら研究していくことにする。 

 

第 3節 非財務情報の定義 

非財務情報に関しては以下のような定義が

存在する。 

 

・Financial Times Lexicon(2015) 

「貨幣単位で表されていない個人または事

業体の業績の定量的尺度である。」 

 

・Meek, G., Roberts, C., & Gray, S.(1995) 
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「非財務情報は、企業の社会的責任を指向

し、所有者/投資家よりも幅広いステークホ

ルダーを対象としている。」 

 

・NZICA (2012) 

「主流の財務諸表の範囲外の情報である。」 

 

・INTOSAI Working Group on Environmental 

Auditing(2013) 

「非財務情報とは、金銭的に表されておら

ず、会計基準に基づいていないことを意味

する。 非財務情報は、定量的でも定性的で

もある。」 

 

・European Commission (2013) 

「非財務情報は、一般に、環境、社会およ

びガバナンス情報とみなされる。 これには

多様性に関する情報が含まれる。」 

 

・Admiraal, Nivra, and Turksema (2009) 

「非財務情報は、追求された政策に関する

すべての量的および質的データ、事業運営、

財政登録システムとの直接的な関連なしに、

成果や成果に関してこの政策の結果を含

む。」 

 

 以上の定義から私たちは非財務情報を

「非財務情報は、一般に環境、社会、ガバ

ナンス（ESG）情報として認識されるもので

あり、企業の社会的責任を指向し、所有者/

投資家よりも幅広いステイクホルダーを対

象としているものである。」と定義する。 

第 4節 非財務情報開示の意義、目的 

 ここからは企業にとって非財務情報を開

示する意義について考える。近年企業の長

期的な将来性や成長性を見極めようとした

際に、財務情報だけでは適切に判断できな

いことが分かってきている。例えば企業の

事業活動が原因となり引き起こされた環境

汚染によって地域住民に損害賠償を支払わ

なければならなくなり、業績に深刻な影響

を及ぼすといった事態が実際に起きている。 

 反対に、環境問題をビジネスチャンスと

して捉え、環境配慮型製品・サービスの提

供を通じて業績を伸ばす企業もある。日本

総研(2013)は、「環境問題などの先行きが

見通しにくい課題が深刻化する中、『長期

的な企業価値を測る指標』として非財務情

報を捉える動きは、今後さらに拡がるだろ

う。」と述べている。このように企業は非

財務情報を開示することによって、持続可

能性をステイクホルダーにアピールするこ

とが可能になる。 

 また非財務情報を開示する目的を鈴木ら

(2011)は「多くの企業が自社の CSRへの取

り組みについて情報開示を行う目的は社内

外の各ステイクホルダーとのコミュニケー

ションを促進するためである」としている。

またこれらのステイクホルダーに対して、

企業が自社のガバナンス体制や事業活動・

サプライチェーンにおける環境・社会分野

の取り組みに関する情報開示を通じてコミ

ュニケーションを行い、結果としてステイ

クホルダーから信頼を得ることも情報開示

の目的の一つであるとしている。つまり、

非財務情報を開示することで企業はステイ

クホルダーとのコミュニケーションを活発

化することができ、ステイクホルダーから

の信頼も得ることができるのである。それ

により企業としての持続可能性をアピール

することができるため、企業にとって非財
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務情報を開示するメリットは大きいと言え

る。 

 また谷本(2013)は、「ステイクホルダー・

エンゲージメントを行うに際して単に意見

を聞いて終わりということでは、企業側に

とっても、ステイクホルダー側にとっても

具体的な成果は得られない」とした上で、

「議論すべきテーマを設定し、そのテーマ

にふさわしいステイクホルダーに情報を提

供し、意見を取りまとめ、それにどう対応

していくか、という道筋を明らかにするこ

とが必要である」と述べている。また個々

の課題についてどの程度達成できたか、ど

のような成果が得られたかということを次

の年の報告書で開示するといったトータル

な取り組みが求められるとも述べている。

またステイクホルダー・エンゲージメント

において、エンゲージメントで得た結果を

企業経営に生かしていくことも重要である。

よって、ステイクホルダーへの非財務情報

の開示を通して出された意見を活かして経

営活動に反映させていくことが重要である。 

 

第 5節 日本の非財務情報開示の潮流 

 以下では、日本における企業の報告書の

潮流に関して述べる。1990年代以前は財務

情報に関する開示のみが一般的に行われて

おり、非財務情報の開示はあまりなされて

いなかった。日本における非財務情報に関

する開示は、環境報告書の作成から始まり

その後は CSR報告書、そして近年では統合

報告書による情報開示も拡大している。 

 長谷川(2004)は「日本では 1990年代にお

いて環境報告書が求められるようになった」

としており、その理由として「地球環境問

題の深刻化」や「経済のグローバル化」、

「消費者意識の変化」を挙げている。これ

らの要素により企業は製品・サービスだけ

でなく生産・流通過程など企業活動のあら

ゆる面で環境保全を意識した活動が求めら

れるようになった。また企業が環境保全を

意識した活動を行うようになるにつれ、企

業は周辺ステイクホルダーから期待されて

いる内容を開示し、ステイクホルダーに対

する社会的責任を果たそうとし始めた。そ

こで自社の環境保全活動を開示する媒体と

して環境報告書を発行する企業が増加した

のである。 

 谷本（2006）によると、2003～2004年頃

から事業の環境面だけでなく社会的側面に

関するデータやその経営体制について開示

した CSR報告書、あるいはサステナビリテ

ィ報告書を発行する企業が増加し始めた。

この動向の理由として谷本は「①各ステイ

クホルダーに対するアカウンタビリティの

明確化②ステイクホルダーとの対話③ステ

イクホルダーに対し透明性を高め、情報の

開示を行うこと」の三つが重要視されるよ

うになっていることを指摘している。ステ

イクホルダーからの信頼を獲得し双方向の

コミュニケーションの場を設けることや、

非財務情報に関しても積極的に開示するこ

とが求められている中で、企業は CSRを踏

まえた経営体制を確立しその成果を報告す

る必要がある。 

 このように企業の情報開示は財務情報か

ら始まり、1990年代に環境に関する情報開

示が求められるようになった。そして 2000

年代に入ると環境的側面だけではない、ガ

バナンスやサステナビリティなどの社会的

側面に関する情報について開示する企業が

増加した。 
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 実際に、コンサルティングファームであ

る KPMGの調査から、非財務情報を開示して

いる企業が多数あることがわかる。

International Survey of Corporate 

Responsibility Reporting 2017 (2017)に

よると、日本においてサステナビリティレ

ポートを発行している会社は、日経平均株

価の構成銘柄である 225社のうち 217社

（96%）であり、ほとんどの日本企業が非財

務情報を開示していることが分かる(図

2-2)。 

 

 
図 2-2 非財務情報を開示しているレポート 

出典)KPMG(2017a) p4 

  

 同調査によると非財務情報への第三者保

証は、企業の環境パフォーマンスや社会パ

フォーマンスに対する信頼性の付与を主な

目的として実施されており、近年は信頼性

に対する要請の高まりを受けて第三者保証

を受ける企業が増加している。2017 年は

225社のうち約半数の 103社（47%）が第三

者保証を受けていることがわかった。 

 

 

 

図 2-3 第三者認証を受けているレポート 

出典)KPMG(2017a) p7 

 

 以上の調査からサステナビリティレポー

トを作成している企業が増加していること、

またステイクホルダーに対して情報の信頼

性を示すために第三者機関の認証を受ける

企業も増加してきていることが分かった。

このことから我々は、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

と考える。 

 

第 6節 世界の非財務情報開示の潮流 

 次に CSRレポートの世界の流れにも目を

向けてみる。Daniel Tschopp, Ronald J. 

Huefner(2015)によると「1970年代の環境

主義と 1990年代の持続可能性と社会性へ

の活動はそれらの需要を大きくするものだ

った。社会責任投資と機関投資家が近代的

な CSRレポートを導いたのである。」と述

べられている。このように 1990 年代から世

界的に財務情報以外の開示が盛んに求めら

れるようになっている。また Daniel 

Tschopp, Ronald J. Huefne は、フランス

では 2003年に CSRレポートの作成が義務付

けられ、他のヨーロッパの国々でも CSRレ
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ポートの作成が義務付けられていると述べ

ている。 

 また近年になって財務情報と非財務情報

を統合した「統合報告書」が発行されるよ

うになっている。 

つまり投資家をはじめとする様々なステイ

クホルダーは現在の非財務情報開示の在り

方に対して不十分であるという認識を持っ

ているのである。さらに現在世界的に非財

務情報の開示が求められており、企業は財

務情報だけではなく CSR報告書や統合報告

書などの手段を用いて非財務情報を公開し、

ステイクホルダーの関心に答えていかざる

を得ない状況となっていることがわかる。

さらに財務情報と非財務情報を統合したう

えで報告書を作成することも求められてき

ている。 

 

第７節 問題提起 

 ここまで、非財務情報の開示の重要性や

日本において非財務情報が開示されるよう

になってきた背景などを述べてきた。しか

し 2 章で述べたように日本企業のアシック

スは CSR の推進体制は整えているものの、

その方法について、などの非財務的な情報

の公開はおろそかになっていた。現在他の

日本企業を見ても、非財務報告書が本当に

ステイクホルダー・エンゲージメントの手

段として有効に活用されるものになってい

るのかについては明瞭でない。 

 谷本（2006）が「CSR 報告書を作成する

企業は増えてはいるが、従来の環境報告書

に、人事制度や社会貢献活動などの紹介を

加えただけの報告書も少なくない。」と述

べているように、日本企業の非財務情報報

告書には課題があると考えられる。 

 そこで日本企業は非財務情報開示のあり

方について見直すことが必要であると思わ

れる。本研究では問題提起を「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」と置き、日本と海外の企業の非財務情

報開示の現状や課題、その歴史的背景との

関係について考察し、非財務情報開示のあ

るべき姿について提言していく。 
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第 3 章 日本と海外の CSR背景 

 3章では、5章で行う事例研究のために日

本と欧州で CSR の広まった背景を確認する。

なお日本総研（2004）が、世界の CSRの潮

流を牽引しているのは欧州であると述べて

いるため今回は日本との比較考察をする対

象を欧州企業に絞った。 

 

第 1節 日本の CSR背景  

 谷本（2002）によると、日本は 70年代に

入り公害問題や石油危機を大きな契機とし

て企業批判が高まり、企業の社会的責任が

問われるようになった。しかし企業社会の

あり方を本格的に問い返すような動きにま

では至らず多くは理念にとどまっていた。

その後景気後退により取り上げられなくな

り、2003年に経済同友会が企業行動白書

『「市場の進化」と社会的責任経営』を発

表するまでは CSRについての議論がほとん

ど行われていなかったとされている。 

 さらに日本の企業構造(図 3-1)も、日本

の CSRの発達の遅れに影響を与えている。

古くから日本企業のシステムは以前から少

数の固定したメンバー間での情報の交換・

共有・蓄積を基礎としており、閉鎖的なネ

ットワークを特徴としていた。この環境下

では企業にとっての基本的なステイクホル

ダーは企業システムの中に組み込まれてお

り、「環境や社会を配慮したものづくり、

経営システムを構築していかなくては、今

後地球社会はもたないし、市場から評価さ

れなくなる」という環境を経済活動のベー

スとする発想が育たず、ステイクホルダー

からの企業へのチェック・モニターを行う

機能が働かなかった。この閉鎖的な企業シ

ステムに、日本人特有の公共的な課題には

無関心である「お上」への依存体質が加わ

ったことで、社会的課題の解決と事業活動

の関係については基本的に他律的という傾

向が生まれた。そして CSRが徐々に発達し

つつある現在においては、他社が行ってい

る CSR活動や非財務情報開示の模倣をする

という日本企業のあり方が生まれた。 

 

   

 
 図 3-1 企業とステイクホルダーの構造 

 出典：谷本(2002)より谷本ゼミ作成 

 

 また日本の CSRの特徴として、政府によ

る非財務情報の開示に関する法規制が行わ

れてこなかったことが挙げられる。しかし

2000年代以降、機関投資家の台頭やグロー

バリゼーションの進展や日本人の働き方の

変化から日本企業の組織構造がオープン・

自主的になりつつあり、社会貢献や公共課

題へ関心を持つ人々や企業が増え、オルタ

ナティブな動きが生まれてきている。 
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 しかし谷本（2006）は「CSR報告書を作

成する企業は増えているが、従来の環境報

告書に、人事制度や社会貢献活動などの紹

介を加えただけの報告書も少なくない。CSR

を踏まえた経営体制の確立よりも報告書が

先行している感は否めない。」と述べてい

る。つまり日本では 2000年代に入ってから

急激に CSRや情報開示について議論される

ようになり、報告書の体裁だけを整えるこ

とに企業が注力してしまったと考えられる。 

 このように日本企業では CSRの土壌が未

発達であること、非財務情報開示に関する

法規制が整っていないことが日本における

非財務情報開示の不十分さにつながってい

ることが考えられる。しかし 2014年に投資

家の圧力を利用したソフト・ローである日

本版スチュワードシップ・コードが制定さ

れたことから、グローバル化している日本

企業は国内外の投資家を含めたステイクホ

ルダーからの圧力をますます受けていくと

考えられる。 

 

第 2節 欧州の CSR背景 

 次に CSR先進国が多いと言われるヨーロ

ッパの CSRの流れを確認する。  

 EUでは 80年代に多国籍企業が発展途上

国で引き起こした労働問題に対する NGOの

反対運動、また 1990年代に起こった失業問

題によって、特に労働問題の分野において

企業の CSRに対する認識度が高まった。 

 独立行政法人国際協力機構(2005)による

と、EUの CSRの取り組みの中で重要な意味

を持つのは欧州委員会が 2001年 7月に発表

した「CSRのための欧州の枠組みの促進」

と題されたグリーンペーパーである。これ

が契機となり、企業は環境分野についても

CSR に積極的に取り組むようになった。実

際に Aaronson, Susan Ariel, PhD.& James 

Reeves, National Policy Association 

(2002)によると 2001年の調査においてデ

ンマークでは消費者の 60%が倫理的な商品

に対して高い価格であっても購入している

という結果が出ており、多くの消費者が購

買行動に CSRの基準を当てはめていること

がわかる。このように EUにおいては日本よ

りも早い時期から CSRに関する市民社会の

関心が高かったと言える。 

 非財務情報開示について EU では 2003 

年の会計法現代化指令において、大規模企

業を対象に「企業の発展、 業績又は位置づ

けを理解するために必要な範囲で、財務及

び、適切な場合には、環境及び従業員に関

する情報を含む特定の事業に関連した非財

務主要業績評価指標（nonfinancial key 

performance indicators）を年次報告書に

おいて含めなければならない」と規定し、

これを受けて EU 加盟国において環境・社

会情報の開示に関する法整備が行われてき

た。さらにその流れで欧州議会は 2014 年、

欧州委員会が 2013年に提示していた企業

の非財務情報開示の義務化に関する会計指

令の改正案に合意した。これにより従業員

数 500名以上の公益性の高い EU企業（主に

上場企業および金融機関）に対して、環境

問題、社会や従業員に関する問題、人権尊

重、腐敗防止や贈賄、取締役会の多様性に

関する企業の方針、リスク、実績について

の情報開示が義務付けられることになった。

さらに EU加盟国では 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。しかし日本貿易振興機構（2014）

によると欧州委員会の指令案は企業活動へ
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の負担などを理由にドイツなどの加盟国や

産業界(ビジネスヨーロッパなど)から規制

化への根強い反対があった経緯もあり、非

財務情報の開示を義務付けつつも企業の負

担に配慮し自主性を尊重する内容となった

という。なおイギリス、デンマークを含む

5 ヶ国では非財務情報開示が以前より整備

されており、これらの国では EU 指令案の

内容を超えたレベルにあるとの評価を欧州

委員会から受けていた。 

 

 ここからは、欧州の中でも非財務情報の

開示が進んでいるイギリスとデンマークの

非財務報告についての規制を国際人権 NGO

である Human Rights Now（2018）を参考に

見ていく。  

 

（1）イギリス 

 まずイギリスの非財務情報の開示の法令

についてまとめる。 

 2016 年 12 月 19 日、EU 非財務報告指

令(Directive 2014/95/EU of the European 

Parliament and of the Council)の国内法

化のために The Companies, Partnerships 

and Groups (Accounts and Non-Financial 

Reporting) Regulations 2016が制定され

た。これは 2006 年会社法を改正し、主に

戦略報告書における開示義務を拡充したも

ので、連結ベースで会計年度中の平均従業

員数が 500 人を超える大規模な公的企業

(Public-interest entities)に対し一定の

非財務情報を戦略報告書の中に記載するこ

とを義務付けている。具体的には環境、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

する企業ポリシー等が非財務情報として開

示義務の対象とされており、またこれらの

企業ポリシーが導入されていない場合には

その理由を付して明確に説明しなければな

らないものとされている。 

 

(2)デンマーク 

 次にデンマークを見ていく。EUは先駆的

な国では国内法で EU非財務報告指令に上

乗せ規制をすることを認めている。デンマ

ークでは非財務情報の義務づけを 500人以

上の企業から 250 人以上の企業に拡大した。

また 2015 年 5 月にデンマーク財務諸表等

を改正する法律が成立し、これにより EU 非

財務報告指令の国内法化は完了した模様で

ある。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(環境への影響

の軽減方法を含む)、社会及び従業員、 人

権の尊重、並びに腐敗・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点、親会社がグ

ループ全体の CSR 方針を報告している場

合には子会社は報告義務を免除される点等、

EU 非財務報告指令と同様の内容となって

いる。 

 

 このように、イギリスやデンマークでは

環境や人権への取り組みや実績について、

一定規模以上の企業は開示することが義務

付けられている。さらに国によって独自の

法を制定し開示を求めるようになってきた。

この背景から、ヨーロッパの企業は法によ

って一定以上のレベルでの非財務情報の開

示が求められていることがわかる。 
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第 3節 比較考察 

 日本では戦後長らく閉鎖的なシステムの

もとにステイクホルダーが内部化されてい

たことや、CSRについての大きな議論が

2003年からであることから、そもそも CSR

の発展が欧州に比べて遅いことがわかった。

また日本政府も非財務情報の開示における

法規制という明確なルールを制定しておら

ず、日本における非財務情報に関する法規

制が整備されていないことがわかった。一

方で欧州では社会問題や労働問題を契機に

CSRが早い段階から浸透した。また CSRに

ついては自主性に委ねるが開示については

義務化するという動きが広まり、非財務情

報開示義務の法制化なども後押しして欧州

企業は非財務情報開示に積極的であること

がわかる。 
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第 4 章 リサーチ・クエスチョ

ンとフレームワークの設定 

第 1節 非財務情報開示の手段 

 非財務情報開示におけるコミュニケーシ

ョン手段を考える。イギリスの職業会計専

門家団体である the Association of 

Chartered Certified Accountants(略 ACCA)

は、ESG情報と提案された報告制度の使用

に関する投資コミュニティの意見を収集す

るために投資家、アナリスト、その他のス

テイクホルダーを対象に調査を行った。そ

の結果すべての回答者は非財務情報を利用

しており、その内の 67％は常にそれを利用

し、25％はそれを頻繁に使用、また 8％は

時々それを使用していると答えた。また回

答者の 89％が CSR /サステナビリティ報告

が「不可欠」または「重要」であると回答

した。回答者が言及した他の情報源には、

メディア、企業や貿易業界団体との直接会

話、年次報告書、会社のウェブサイトなど

があったが、投資家にとっての非財務情報

の最も重要な情報源は CSRレポートや持続

可能性報告書であるという結果が得られた。 

 また経済広報センター(2013)が発行した

CSRに関する意識調査報告書によると、「企

業の CSRの取り組みに関する情報を、どの

ような機会、メディアを通じて知るかを聞

いたところ『報道、ニュースなど』（40％）

が最も多く選ばれている。CSRの取り組み

に特化したレポートである『企業の発行す

る CSR報告書、社会・ 環境報告書など』

（36％）は第 2位」であり、ステイクホル

ダーは CSRに関する非財務情報を企業が発

行する CSR報告書などから知る機会が多い

といえる。非財務情報の開示方法には WEB

や新聞、広告など様々な媒体を挙げること

ができるが、上記を踏まえて報告書がステ

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と捉えた。 

 

第 2節 GRI スタンダード 

 GRI（Global Reporting Initiative）と

は、企業が地球環境保全のために守るべき

10 カ条「セリーズ原則」を策定した米国の

市民団体 GERES（環境に責任を持つ経済の

ための連合）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

トである。その目的は先進国で増加する環

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だ。70年

代になると北欧や英国を中心に社会報告書、

90 年代にはトリプル・ボトムラインの考え

方が世界に広まり、環境だけではなく社

会・経済面を含めた持続可能性報告書が求

められるようになっていた。現在は、GRI G4

から 2016 年より使用されるようになった

GRI Standards が最新版となっている。こ

の新たなスタンダードは G4 よりも報告内

容をはっきりと区分し異なる報告形式をと

るが、その原則は G4と同じものである。こ

のように抽象的な概念を具体的な指標とし

て可視化し、持続可能な経営を目指す企業

をはじめ様々なセクターに柔軟に適応され

るように設計されている。GRI Standards

は、101:基礎、102:一般開示事項、103:マ

ネジメント手法からなる共通スタンダード

と 200番台の「経済」300番台の「環境」、
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400 番台の「社会」からなる項目別スタン

ダードがある。 

 さらに KPMGの（2017b）調査によると日

本においても環境省の「環境報告ガイドラ

イン」や GRIの Sustainabulity Reporting 

Guidelines（GRIガイドライン）が広く利

用されていることがわかり、日経 225のう

ち 168社（約 75%）が GRIガイドラインを

使用している。また同調査によると、世界

においても G250では 89%、N100では 74%の

企業が非財務情報報告のために何らかのガ

イドラインやフレームワークを使用してい

ることが明らかになった。特に GRIのフレ

ームワークが最も使用されており、G250で

は 75%、N100では 63%の企業が適用してい

ることがわかった。なお G250とは、Global 

Fortune500の 2016年のランキングに基づ

いて Global Fortuneが世界の大企業の上位

250社を選出したものであり、N100とは

KPMGの選出した 49カ国のそれぞれ売上上

位 100社を構成する 4,900社の統計である。 

 

 本研究では GRIが、 

①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

た基準であること 

②様々な企業形態に対し柔軟に適応できる

基準であること 

③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こと 

の３点から、GRI をもとにフレームワーク

を作成し事例を研究していくことにする。

今回はサステナビリティレポートを作成す

るすべての組織が対象となる共通スタンダ

ードを中心にフレームワークを作成した。 

 

第 3節 フレームワーク 

①何を： 

GRI 101・報告内容に関する原則 

サステナビリティの文脈（Sustainability 

Context） 

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。以

下の表は、要点を谷本ゼミナールがまとめ

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)：ステークホルダーが理

解しやすく、入手しやすい形で提供してい

るか。 
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・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。 

  出典)GRI STANDARDS（2016）より引用 

 以上のことから、「何を」公開している

かを評価するには以下の二つの視点が求め

られることがわかった。 

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 

 

今回事例分析では非財務情報開示に関し

て分析を行うため、①はサステナビリティ

という広い文脈の中で報告を行っているも

のを対象とする。②については、報告品質

に関する原則を満たしていることを確認す

る。 

 

②誰に： 

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。 

出典)GRI STANDARDS（2016）より引用 

 

 以上のことから、GRIの原則・確認方法

からステイクホルダーの特定に対して以下

の 2 つの視点が求められていると考察した。 

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 

 

 近年企業を取り巻くステイクホルダーの

種類は多岐にわたっており、報告書の内容

を決定する際、組織はステイクホルダーの

合理的な期待や関心を考慮する必要がある。

①に関して、GRI STANDARDS(2016)によると

「その中には、代弁者(例えば、特定の集団

を代表する NGO など)を通じて自らの意見

を表明できない懸念を表明するステークホ

ルダーや、組織と定期的または明示的な対
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話をすることができないステークホルダー

が含まれる。」とされており、株主、投資

家など主たるステイクホルダーだけを特

定・選定するのではなく広範にステイクホ

ルダーを想定する必要があると言える。 

 ②に関しては、私たちはステイクホルダ

ーエンゲージメントの中に情報開示という

手段があり、個別のマテリアリティに対し

てもステイクホルダーの特定を行なってい

る必要があると考える。GRI 

STANDARDS(2016)が「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」を確認する必要があると述べているよ

うに、個別の取り組みに関しては関係する

ステイクホルダーと報告書に含まれるマテ

リアルな項目と一致している必要があり、

詳細なステイクホルダーの特定が必要であ

る。 

 

③どのように： 

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 

出典)GRI STANDARDS（2016）より引用 

 

 以上のことから③どのようにに関して、

は以下の二つの視点が求められている。 

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なったか否かを示し

ているか 

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 

 

 GRI STANDARDS(2016)によると、基準①に

関して報告組織が情報を提供する際にはス

テイクホルダー毎にエンゲージメントのア

プローチ方法や頻度、またそれが報告書作

成のプロセスとして行われたかどうかを示

すことが必要であるとしており、情報開示

におけるステイクホルダー・エンゲージメ

ントの透明性についても求められているこ

とがわかる。 

 基準②に関しては GRI STANDARDS(2016)

が過去の報告書で提供した情報を再記述す

る際、ステイクホルダーからどのような影

響があったか、及びその理由は何なのかを
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示す必要性が求められている。また谷本

（2006）が「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」と述べており、

企業の情報開示におけるステイクホルダー

からの FBが経営活動に置いて重要である

ことがわかる。そこでステイクホルダーか

らの声を落とし込んだ経営を行うことがで

きているか、という基準を設けることで企

業の情報開示がどのように行われているか

を精査する。 

 

第 4節 リサーチ・クエスチョン 

 今回の問題提起「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」を明ら

かにするために、リサーチ・クエスチョン

「非財務情報の開示の現状はどのようであ

るか」を立てる。この問題提起を明らかに

するためには、日本企業を事例分析する必

要がある。したがって、4章で GRIスタン

ダードを参考に情報開示に求められる要素

を抽出・作成したフレームワークを元にリ

サーチ・クエスチョンを作成した。なお、

リサーチ・クエスチョンは 1〜3と細分化し

事例に当てはめて考えることとする。 

リサーチ・クエスチョン：非財務情報の開

示の現状はどのようであるか 

 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。 

出典)GRI STANDARDS（2016）をもとに 

谷本ゼミ作成 
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第 5 章 事例研究 

 5章では、4 章で立てたリサーチ・クエス

チョンの「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」という研究を明

らかにするために事例研究を行う。今回は

製薬会社に絞って海外企業 2 社と日本企業

3 社を比較研究していく。なお非財務報告

書だけではなく統合報告書や会社が公開し

ている web 上の pdf など、非財務報情報を

開示しているメディアを通して総合的に比

較研究を行う。 

 

第 1節 企業選定理由 

⑴  製薬会社に絞った理由  

 カナダの出版社である Corporate 

Knights社が選定する”2017 Global 100 

Most Sustainable Corporations in the 

World(世界で最も持続可能な 100社)” に

選出された日本企業 4 社のうちの 3社、武

田薬品工業、シスメックス、アステラス製

薬は製薬にかかわる企業である。この「世

界で最も持続可能な 100社」の選出基準で

は非財務情報を重要視している。つまりこ

の 3社は非財務情報を積極的に開示してい

ると考えられる。ここで製薬業界の特徴と

して、景気の好不調に関わらず安定した産

業であるということが挙げられる。これは

病気の治療や予防は生きていくうえで不可

欠であるという理由がある。また医薬品は

生命関連商品であるため、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。 

こうした背景から投資家をはじめとする

ステイクホルダーは製薬会社を比較する際、

財務的な情報だけでなく非財務情報を求め

るようになったと考えられる。こうしたニ

ーズに対応するため製薬会社は非財務情報

を早くから積極的に開示するようになった。

青木(2014)も、「日本では 2006 年という早

いタイミングで武田薬品工業が統合報告を

公表し始めており、2014 年 3 月時点では、

製薬会社としては武田薬品工業、塩野義製

薬、大日本住友製薬、アステラス製薬、中

外製薬、日本新薬、田辺三菱製薬、第一三

共の 8社が統合報告を作成している」と述

べている。このことから製薬会社は比較的

非財務情報の開示に対し積極的であると考

えられる。 

実際に日経産業新聞(2018/06/19付)によ

ると WWFジャパン(※1)の池原康介氏が製

薬業界は情報公開などで極めて優れると評

価しており、今後も透明性の高い情報公開

が求められると考えられる。 

 以上の点から製薬業界の非財務情報開示

に対する取り組みは他の産業よりも先進的

であると考え、この産業の企業を比較する

ことにした。 

  

⑵ 企業選定 

 事例研究に当たって日本企業 3 社と海外

企業 2 社をそれぞれ考察し比較研究する。

ここにおいて海外企業は先進事例であるも

のを選定する。 

 

国内事例： 

アステラス製薬株式会社 

武田薬品工業株式会社 

第一三共株式会社 

 日本の製薬企業に関しては東洋経済が発

表している CSR企業ランキングの上位 3社
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を見るものとする。このランキングにおい

て上位 3社はアステラス製薬株式会社(全

体 28位、製薬業 1位)・第一三共株式会社(全

体 30位、製薬業 2位)・武田薬品工業株式

会社(全体 31位、製薬業 3位)であるため事

例としては以上の 3社を見るものとする。 

 

 また Access to Medicine Index(※2)に

よると、2016年 Access to Medicine Index 

Overall Ranking(医薬品インデックスへの

アクセス総合ランキング)においてグラク

ソスミスクラインが第 1 位、ノボノルディ

スクが第 10位にランクインしていた。なお、

第一三共は 18 位、アステラス製薬は 20 位

である。日本企業と海外の先進企業を比較

することでそれぞれの特徴を明らかにする。 

 

海外事例： 

Glaxo Smith Kline(GSK) 

 Access to Medicine Index(ATMI)、Dow 

Jones Sustainability Indices(※3)、FTSE4 

Good Index(※4)、CDP’s climate change 

programme(※5)、CDP’s water programme、

Global 100 Most Sustainable Corporations 

in the Worldなどの様々な環境、社会、ガ

バナンスを配慮したインデックスにおいて

トップクラスに入っている。このことから

GSKは、世界から持続可能な取り組みにつ

いて高く評価されていることがわかる。ま

た報告書において GRI スタンダードを参照

し、どの要素が開示されているかについて

詳細に示している。 

 

Novo Nordisk 

 ノボノルディスクは早くから環境保全に

取り組み、1980年代初めに方針を制定、1994

年には北欧系企業として初めて年次環境報

告書を刊行した。2004年からは財務情報と

非財務情報を一冊の統合報告書として求め

ている。ノボノルディスクのトリプルボト

ム・ラインに沿った企業姿勢は対外的にも

評価を受けており、2005年以降カナダの出

版社コーポレート ナイツ社が選定する「世

界で最も持続可能な 100 社」に常にランク

インするだけでなく、2012年にはトップに

選出されている。 

 

 ここからは以下の順で事例研究を行い、

リサーチ・クエスチョンの基準と比較する

ことで非財務情報の開示の問題点を明らか

にする。 

 

1.アステラス 

2.武田薬品 

3.第一三共 

4.Glaxo Smith Kline 

5.Novo Nordisk 

 

第 2節.アステラス製薬株式会社 

創業 1923年 

設立 2005年 4月 1日 

代表者 代表取締役社長 CEO 安川健司 

資本金 103,001百万円※2018年 3月末

時点 

従業員

数 

16,617名(連結)※2018年 3月末

時点 

株主総

数 

112,028名※2018年 3月末時点 
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事業内

容 

医薬品の製造・販売および輸出入 

表 5-2-1 アステラス製薬 企業概要 

出典：アステラス製薬

HP(https://www.astellas.com/jp/ja/about/corporate

-information)より谷本ゼミ作成 

 

 アステラス製薬は「サイエンスの進歩を患者

さんの価値に変える」を VISIONに掲げ、持続

的な成長を実現するために最先端のサイエン

スを追求し、患者さんに価値をもたらす医療ソ

リューションを創出している。また持続的な成

長の実現に向けた戦略目標としての中期戦

略を立てており毎年経営計画を立てて振り返

り、更新している。 

アステラス製薬は満たされていない医療ニ

ーズに応える医薬品の提供をはじめ、製薬会

社としての社会的責任を果たすことで社会の

持続可能性の向上に貢献している。その結果

としてアステラスという企業及びその製品に対

する社会からの信頼を獲得し、それが持続可

能性も向上させるとアステラスは考えている。 

 

リサーチ・クエスチョン 1.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 

 アニュアルレポート 2018によると、同社は

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。 

 

 

図5-2-1 アステラス製薬のCSR活動における重要

課題 

出典)アステラス製薬株式会社 アニュアルレポ

ート 2018 p21 

 

 このマトリックスでは、各マテリアリテ

ィを社会にとっての重要性の高さ、アステ

ラス製薬との事業の関連性の高さの二つの

基準を用いて優先順位をつけている。例え

ば、保険医療へのアクセスや従業員の健

康・安全・福祉といったマテリアリティは、

社会にとっての重要性・アステラス製薬と

の事業の関連性の両方において重要度が高

く設定されているので、アステラス製薬に

とって最重要な課題であると評価している。

アステラス製薬が社会にとっての重要性の

高さを基準としてマテリアリティの優先順

位を定めていることは、同社が事業活動に

よってステイクホルダーに与える影響を報
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告することができていると評価すること

が出来る。 

 またアステラス製薬は2018年3月期に、

社会からの重要事項の変化に対応するた

め「CSR マテリアリティ・マトリックス」

を全面的に見直したことと、その作成のプ

ロセスを明確に報告している。例えばアス

テラス製薬にとってのマテリアリティで

ある環境保全では取り組み目標を 2006年

度に策定しているが、2018年の変更では

現在の達成度を数値で報告することによ

って目標が達成されているのか達成され

ていないのかをステイクホルダーが確認

できるようになっている。また同レポート

では策定当時から社内外の背景が大きく

変わったことから計画の見直しを行った

ことを報告しており、実際に温室効果ガス

の排出量を減少させる目標を策定し直し

ている。 

 重要課題の見直しやその過程は、ステイ

クホルダーにとって企業を評価する基準

になり、その基準によってステイクホルダ

ーは企業を支持するかどうかを判断する。

このことからアステラス製薬は、ステイク

ホルダーの意思決定をする事柄について

も報告できている。 

 したがって、アステラス製薬は基準①は

満たしていると言える。

 

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 

正確性(Accuracy) ぼやかしていないか、数値を明示しているか 

➡事業内容の報告では、数値をグラフなどで適切に示しているため、正確性は保たれていると

言える。 

バランス(Balance) ネガティブな側面を書いているか 

➡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) グラフと図を示しているか、WEBで簡単に手に入るか 

➡「CSRマテリアリティ・マトリックス」や作成のプロセスは図で明確に示されている。WEB

で過去のバックナンバーもダウンロードすることができる。 

比較可能性(Comparability) 経年変化 客観的かどうか 

➡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) 第三者機関などを活用しているか 

➡GRIスタンダード内容索引(2018)によると、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ことから、情報の品質を示す信頼性は担保されていると考えられる。 
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適時性(Timeliness) 適切な周期で報告書を出しているか 

➡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と考えられる。 

表 5-2-2 アステラス製薬の報告品質 

出典)アステラス製薬株式会社 アニュアルレポート 2018 より谷本ゼミ作成 

 

リサーチ・クエスチョン 2.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 

 アニュアルレポートにおいてアステラス

製薬は 

 

「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

なステー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

のステー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。多くのステークホルダーと

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。」 

 

と述べている。これらから、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

作成していると言える。 

 レポートの構成を見ると、まず前半に投

資家向けの情報として経営戦略とコーポレ

ートガバナンスについての情報を開示して

いる。中盤では事業概況として研究、開発、

生産、販売・調達などの研究者向けの情報

も開示している。このようにアステラス製

薬は投資家や株主だけでなく研究者や患者

に向けても透明性のある情報公開ができて

いると評価できる。しかしこのステイクホ

ルダーの特定は明記されているものではな

かった。 

 

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 

 アステラス製薬は 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。またレポー

ト内の「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

要なステークホルダーであると考えている」

という記述にもその理由や根拠は示されて

おらず、個別の取り組みに対してもステイ

クホルダーを特定する記述はなかった。以

上から、より詳細なステイクホルダーの特

定はできていないと判断できる。 

 

リサーチ・クエスチョン 3.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
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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 

 アステラス製薬はアニュアルレポートの

なかで、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 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。さらに報告

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

と判断できる。 

 

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 

 アステラス製薬は 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。

①課題の設定では、ステークホルダーとの

コミュニケーションを参考に取り組む社会

課題を特定していると述べている。また③

レビューでも「マテリアリティ・マトリッ

クスを更新するために国内外のステークホ

ルダーと対話を行っている」と述べている。

しかしその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

明瞭であるため、改善の余地があると言え

る。

 

 

図 5-2-2 アステラス製薬の CSR活動における重要課題の設定プロセス 

出典)アステラス製薬株式会社 アニュアルレポート 2018 p20 
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アステラス製薬株式会社考察 

 アステラス製薬は、同社の CSR活動にお

ける重要課題のマトリックスを作成するこ

とでマテリアリティごとに優先順位をつけ

ている。加えてそのマトリックスを作成す

るためのプロセスを報告している点から、

ステイクホルダーと対話を行いながらエン

ゲージメントができているといえる。しか

し報告品質に関しては正確性、明瞭性、比

較可能性、信頼性、適時性の項目は満たさ

れているものの、ネガティブな側面の開示

は積極的に行っていないためバランスに欠

けている。よって「何を」報告するかの基

準はステイクホルダーの意思決定に関する

情報は開示できているが、報告品質には課

題が残ると評価する。 

 「誰に」情報を報告しているかという点

に関してはステイクホルダーを広範に定め

ることができている。そしてそれを考慮し、

報告書は図や表を使うことで、ステイクホ

ルダーにとって理解しやすい内容となって

いる。しかし優先順位をつけたマテリアリ

ティについては、重要視するステイクホル

ダーを特定する記述がないため改善点はあ

ると考えられる。 

 「どのように」情報を開示しているかに

関しては、先に記述した「CSRマテリアリ

ティ・マトリックス」の作成プロセスの中

にステイクホルダーのレビューを取り入れ

て次年度のマトリックスに活かしているこ

とから、ステイクホルダーの声を取り入れ

ながら非財務情報を開示できていると考え

られる。しかし具体的にそのような対話を

行っているのかについては詳細な記述がな

く、明瞭性にかけると言える。 

 

第 3節.武田薬品工業株式会社 

創業 1781年 6月 12日 

設立 1925年 1月 29日 

代表

者 

代表取締役社長 CEO クリストフ

ウェバー 

資本

金 

779億円※2018年 3月時点 

従業

員数 

5461名(単体)、27230 名(凍

結)※2018年 3月末時点 

株主

総数 

255663名※2018年 3 月末時点 

事業

内容 

医薬品などの研究開発・製造・輸出

入 

表 5-3-1 武田薬品工業 企業概要 

出典)武田薬品工業株式会社

HP(https://www.takeda.com/jp/who-we-are/comp

any-information/company-facts/)より 

 

 武田薬品工業は医薬品等の研究開発・製

造・販売・輸出入を行う、グローバルに事

業展開する日本の製薬会社である。「タケ

ダイズム(誠実：公正・正直・不屈)」を根

幹に「優れた医薬品の創出を通じて人々の

健康と医療の未来に貢献する」というミッ

ションを掲げて事業を展開している。 

 武田薬品の CSR 活動は「原則、実践、開

示、対話」のサイクルになっている。武田

薬品ではこのサイクルの開示に関して長期

的な事業の継続、社会への貢献のための課

題である「CSR情報などの非財務情報と財

務情報の統合」という点に注力している。
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非財務情報の開示方法は様々あるが、武田

薬品は財務情報と人権・環境・コミュニテ

ィへの取り組みなどの非財務情報を 1冊で

報告する統合報告書の形を採用し企業情報

を開示している。2017 年度は「サステナブ

ルバリューレポート」という、非財務情報

に関して統合報告書の記載内容からさらに

詳細な情報を加えたものを作成している。 

 

リサーチ・クエスチョン 1.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 

 サステナビリティにおける重要課題

Materiality として武田薬品では環境問題、

人権や人材育成、労働慣行をあげている。

また「ダイバーシティ」「保健医療アクセ

ス」「腐敗防止」など、グローバルな事業

拡大に伴うリスクへの対応に関する戦略を

記載している。これらの情報に関して報告

書に具体的な数値の記載や目標値が盛り込

まれており、広範なステイクホルダーに対

し分かりやすい形で非財務情報が記載され

ている。また年度ごとに進捗状況を把握し、

目標達成に向けた活動を継続している。 

 そして報告書内には「Future Outlook」

欄が存在し、今後の課題と取り組みが示さ

れておりステイクホルダーの意思決定に関

わる将来情報を開示している。 

 上記からわかるように武田薬品は、環境

や社会に与えるインパクトやステイクホル

ダーに与えるインパクトについての情報を

開示している。よって基準➀を武田薬品は

達成できていると考察した。 

 

 

図 5-3-1 武田薬品工業 FUTURE OUTLOOK 例  

出典)武田薬品工業株式会社 Sustanable Value Report 2017 p37 など 

 

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 

正確性(Accuracy) ぼやかしていないか、数値を明示しているか 

➡ステイクホルダーに対するセミナーやプログラムを実施しているという記載があり、具体的

な実施回数は述べられていなかったものの参加人数は記載があった。また「新任幹部社員昇進

における女性の割合」や経験年数 8年以内の幹部社員登用割合」「勤続 10年未満の社員におけ

る離職率の男女割合」などに関して将来目標の数値を具体的に開示していた。よって正確性に

関しては部分的に基準を満たしているといえる。 

バランス(Balance) ネガティブな側面を書いているか 
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➡報告書内でネガティブな情報が見受けられず基準を満たしているとは言いがたい。 

明瞭性(Clarity) グラフと図を示しているか、WEBで簡単に手に入るか 

➡図を用いて見やすくわかりやすい形で非財務情報をステイクホルダーに開示しているため明

瞭性はある。 

比較可能性(Comparability) 経年変化 客観的かどうか 

➡経年変化をグラフや表を用いることで分かりやすく掲載していた。 

信頼性(Reliability) 第三者機関などを活用しているか 

➡KPMGあずさサステナビリティ株式会社からの第三者保証を受けている。 

適時性(Timeliness) 適切な周期で報告書を出しているか 

➡アニュアルレポート、CSRデータブックが年一回発行されており、定期的な周期で報告書を

作成している。ステイクホルダーがこれらの情報から意思決定を行うことができると考える。 

表 5-3-2 武田薬品工業の報告品質 

出典)武田薬品工業サステナブルバリューレポートより谷本ゼミ作成 

 

リサーチ・クエスチョン 2.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 

 次に武田薬品は戦略的エンゲージメント

について、「タケダは、多様なコミュニテ

ィやステークホルダーとの対話を通じて、

CSRに関わる長期トレンドや現在および将

来におけるタケダに対する期待を把握する

ように努め、全体像を認識したうえで、CSR

活動を実践しています。」としている。こ

こから武田薬品は戦略的エンゲージメント

という段階においては広範なステイクホル

ダーを特定できていることが分かる。 

 

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 

 また武田薬品は CSRの基本的な考え方を 

 

タケダは、優れた医薬品を創出する「医

薬事業」を通じて患者さん(Patient)

に貢献することが CSRの根幹であると

考えています。その上で、「事業プロ

セス」全体の健全性の維持・向上に努

め、また、「企業市民」として、社会

の持続可能性を高める活動に関わるこ

とで、社会との深い信頼関係(Trust)

を築いてタケダの評価(Reputation)を

高め、さらなる「医薬事業」 (Business)

の成長へとつなげる、CSR による価値

創造・保全モデルを実践しています 
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としている。この点から、武田薬品は CSR

を果たしていくにあたって「患者(Patient)」

というステイクホルダーを特定したうえで

CSRの活動を行っていることが分かる。さ

らに個別の活動の紹介においても、「患者」

というステイクホルダーを最優先にしなが

らサプライチェーンマネジメントに取り組

んでいることを明記している。しかし全て

の個別の活動において特定しているわけで

はなかった。 

 他の個別の取り組みについてもステイク

ホルダーの明記やその特定の理由を記載し

ておらず、全ての活動において基準②の「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」について満たしているとは言え

ない。 

 

リサーチ・クエスチョン 3.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、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

しているか 

 武田薬品ではステイクホルダーに対する

情報開示を行うにあたり、基本的な考え

方・担当部門・連絡ルート・手順などを明

確にした「情報開示ガイドライン」を策定

している。 

 また、同社は IIRCと GRIを参照した情報

開示を行っている。開示活動に関して、報

告書には 

 

コーポレート・コミュニケーションズ

＆パブリック アフェアーズ(CCPA)内

に設置されている CSR専門組織では、

国連 GCアドバンストレベル基準、GRI

スタンダード、IIRC統合報告フレーム

ワークなどを参照しながら開示活動を

進めている 

 

と記載されている。そして 

 

タケダでは、『経済的責任』 と『社会

的責任』を両輪とした事業活動をご理

解いただくため、アニュアルレポート

を中心的なメディアと位置付け、財務

情報と非財務情報をバランスよく開示

するよう努めています。そのうえで、

さまざまなメディアを複合的に活用し

て、ステークホルダーそれぞれに異な

る関心のあり方に対応した、情報開示

に努めています。 

 

と報告書で述べており、ステイクホルダー

の関心事項を踏まえた情報開示を行ってい

るといえる。 

 また報告書内に「開示した情報を適切に

発信し、対話の質を高めます」との記載が

あり、対話から得ることのできたフィード

バックを改善活動につなげるとの記述もあ

る。このことから武田薬品では、報告書で

の情報開示をエンゲージメント手段と捉え

ており、報告書作成プロセスの一環として

行ったエンゲージメントであるといえる。 

 

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 
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 武田薬品は報告書において「タケダは、

多様なコミュニティやステークホルダーと

の対話を通じて、CSRに関わる長期トレン

ドや現在および将来におけるタケダに対す

る期待を把握するように努め」ている旨を

表明している。また「エンゲージメント活

動を通じて特定したマテリアルな課題は、

品質、人権、労働、環境、購買、サプライ

チェーン管理、コンプライアンス、コミュ

ニティなどに分類・案件化され、 関連部門

が対応します。」との記載があり、ステイ

クホルダーとのエンゲージメントを行うこ

とで得ることのできる課題に対応している

ことが分かる。  

 しかし具体的にどのようなフィードバッ

クがあり、どの点を経営に組み込んでいる

のかを記載している個所はなく具体性に欠

け、改善の余地があると考えた。 

 

武田薬品工業株式会社考察 

  武田薬品ではサステナビリティにおけ

る重要課題を特定しており、また環境や社

会に与えるインパクトや将来与える可能性

のあるインパクトについての情報を報告書

内で開示している。よって武田薬品ではス

テイクホルダーの意思決定にかかわる情報

開示を行っていると言える。しかし報告品

質に関して報告書内にネガティブ情報の開

示が見受けられずバランスに欠けている。 

 これらを踏まえ、「何を」報告するかに

ついて、武田薬品ではステイクホルダーの

意思決定にかかわる情報の開示はできてい

るものの報告品質に課題が残ると判断する。 

 「誰に」情報開示をしているかに関して、

武田薬品はサステナビリティレポートにお

いて、開示した情報をもとに対話する相手

として患者、医療関係者、株主・投資家、

社会、環境、取引先、従業員を挙げている。

この点から基準①の「広範なステイクホル

ダーの想定ができているか」を満たしてい

ると考えられる。次に基準②について考察

する。武田薬品は「患者」というステイク

ホルダーを最重要視しながら CSRにかかわ

る活動を行うことを明言している。しかし

全ての個別の活動においての明記はなかっ

たため基準②を満たしていないと考える。 

 「どのように」情報を開示しているかに

関しては、ステイクホルダーとの対話を重

要視しながら非財務情報を開示していると

考えた。しかし対話によって得られた成果

を、どのように経営に組み込んでいるのか

は不明確である。 

 

第 4節.第一三共株式会社 

創業 1899年 (三共商店設立) 

設立 2005年 9月 28日 

代表

者 

代表取締役会長兼 CEO 中山讓治 

資本

金 

500億円 

従業

員数 

8,765名(国内)、14,446名(連

結)※2018年 3月末時点 

株主

総数 

82,565名※2018年 3 月末時点 

事業

内容 

医薬品の研究開発、製造、販売等 

表 5-4-1 第一三共 企業概要 

出典）第一三共グループ バリューレポート 2018

より、谷本ゼミ作成 
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 第一三共株式会社は2005年に三共株式会

社と第一製薬株式会社とが合併して以来、

医薬品の研究開発、製造、販売等を目的と

して日本をはじめ欧州・米国・ASCA(Asia, 

South&Central Amerciaの略)において活動

を行っている。第一三共グループの企業理

念である「革新的医薬品を継続的に創出し、 

多様な医療ニーズに応える医薬品を提供す

ることで、 世界中の人々の健康で豊かな生

活に貢献する。」の実践のために、役員お

よび社員は「Innovation・Integrity・

Accountability」の 3 つからなるコア・バ

リューと 8か条からなるコミットメントを

意思決定や価値判断の基準としている。そ

の上で第一三共は上記の企業理念を実践す

るために 10か条の第一三共グループ企業

行動憲章を定めており、この原則に基づき

法令およびルールなどを遵守し生命関連企

業としてふさわしい高い倫理観と社会的良

識をもって行動し、変化を続ける多様な社

会からの要請に積極的に応え、企業価値の

向上を図り、企業の社会的責任(CSR：

Corporate Social Responsibility)を果た

していくものとしている。  

 

 第一三共は CSRマネジメントサイクルを

「➀CSR課題の抽出 」「➁優先課題の検討」

「➂優先課題への迅速な対応」「➃ステー

クホルダー・コミュニケーション 」である

として、その 4段階のステップすべてに経

営がかかわっていくことが述べられている。 

第一三共はこのステップの 1つとして非財

務情報の開示を行っており、様々な開示方

法がある中、財務情報と非財務情報を 1冊

で報告する統合報告書の形を採用し、企業

情報を開示している。 

 

リサーチ・クエスチョン 1.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 

 第一三共は第一三共グループ企業行動憲

章において、同社の CSR活動について全 10

か条の原則に基づき 

 

法令およびルールなどを遵守し、生命

関連企業としてふさわしい高い倫理観

と社会的良識をもって行動する。この

ことにより、変化を続ける多様な社会

からの要請に積極的に応え、企業価値

の向上を図り、企業の社会的責任

(CSR：Corporate Social 

Responsibility)を果たしていく 

 

としている。またその上で前述の企業行動

憲章を基軸としたすべての企業活動の中で、

CSR 活動に取り組んでいる。また各原則に

基づき、法令およびルールなどを遵守し、

生命関連産業としてふさわしい倫理観と社

会的良識をもって行動することで多様な社

会からの要請・期待に積極的に応え、企業

価値の向上を図り、社会的責任 (CSR)を果

たしていくことを宣言している。また CSR

活動については、『国連グローバル・コン

パクトなどの国際的な CSRイニシアチブや

製薬企業に求められる責任ある活動を踏ま

え、「社会からの要請・期待」と「中長期

的な事業との関係性」の観点より、CSR課

題を把握したうえで、マテリアリティを特

定し活動分野ごとに分類している』と述べ
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ている。具体的な特定のステップとして以

下のとおりである。 

 

ステップ 1：CSR課題の把握とマテリアリティの特定まで 

 国際的な CSRイニシアチブ(国連グローバル・コンパクトの 10原則、ISO26000 など)、ESG

インデックス(DJSI、 FTSE4Good、Access to Medicine Indexなど)の評価項目、製薬企業

団体(国際製薬団体連合会、日本製薬工業協会など)の方針・ビジョンを踏まえ、製薬企業と

して取り組むべき CSR 課題を把握し、36項目をマテリアリティとして特定する。 

ステップ 2：マテリアリティの活動分野への分類  

マテリアリティとして特定した 36項目をさらに 6つの活動分野(コンプライアンス経営の推

進、社員と会社の相互の成長、コミュニケーションの強化、環境経営の推進、医療アクセス

の拡大、社会貢献活動)に整理した。 

 

またこの過程で特定された、「CSR6活動分

野・マテリアリティとして特定した 36項目

と取り組み事例」における「環境経営の推

進」項目について環境データブック 2018で

は情報を載せていて、ステイクホルダーに

対するさらなる情報の提供を行っている。 

 

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 

正確性(Accuracy) ぼやかしていないか、数値を明示しているか 

➡第一三共が特定した CSR課題(マテリアリティ)に関して、CSRハイライトと題して各マテリ

アリティにおける 2017年度の実績(達成状況)を明示している。またこの他にもただ単に連結財

務諸表上で数値を出しているだけでなく、ESG情報(環境・社会・ガバナンス情報) という項目

で様々なテーマの直前 3年間の数値を示している。 

バランス(Balance) ネガティブな側面を書いているか 

➡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) グラフと図を示しているか、WEBで簡単に手に入るか 

➡CSR課題(マテリアリティ)の特定におけるステップを表明しており、またこのステップにお

いて特定された項目も報告書内で紹介している。また CSRハイライトにおいて、前年度の達成

状況を時として数値を用いて報告している。 

比較可能性(Comparability) 経年変化 客観的かどうか 

➡ESG情報において多岐にわたる項目の具体的な数値を載せているほか、GRI スタンダード対照

表があるので、他社との比較性に関しても優れているといえる。 
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信頼性(Reliability) 第三者機関などを活用しているか 

➡ESG情報に関しては KPMGあずさサステナビリティ株式会社による「社会データに関する第三

者保証」を受けている旨を紹介している。 

適時性(Timeliness) 適切な周期で報告書を出しているか 

➡報告書サイクルは年次のものである。その年度に行われた財務・非財務の情報が記載されて

いるので各ステイクホルダーはこの情報をもとに意思決定・評価を行うことを可能にしている。 

表 5-4-2 第一三共の報告品質  

出典) 第一三共グループ バリューレポート 2018

より、谷本ゼミ作成 

 

リサーチ・クエスチョン 2.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 

 第一三共はコミュニケーションの強化と

いう項目において 

 

第一三共グループでは、持続的な成長

と中長期的な企業価値の創出には、患

者さんとそのご家族、医療関係者、株

主･投資家、社員、取引先、地域社会な

どの多様なステークホルダーとのコミ

ュニケーションが重要であると認識し

ています。さまざまなステークホルダ

ーとの対話を通じ、当社グループに対

する要請や期待を把握するとともに、

当社グループの取り組みを紹介するこ

とで相互理解を 図り、持続可能な社会

に向けた協働に努めます 

 

と述べている。また上記で述べられたステ

イクホルダーに対して何を行うのかという

ことと、具体的なこれまでの活動はステイ

クホルダーごとに明示されている。 

 

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 

 上記のようにステイクホルダーごとの項

目において、当該ステイクホルダーに対し

て行った具体的な活動の記述はあるが、エ

ンゲージメントを行うにあたりそのステイ

クホルダーを特定した過程・理由などの情

報が不足している。 

 

リサーチ・クエスチョン 3.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てエン

ゲージメントを行なったか否かを示してい

るか。 

 第一三共が発行しているバリューレポー

ト 2018は統合報告書であり、編集方針とし

て 

 

当社は、2013年度より統合報告書であ

るバリューレポートを発行しています。

このバリューレポートは、患者さんと

そのご家族、医療関係者、株主・投資
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家、取引先、地域社会、社員など、さ

まざまなステークホルダーの皆さまに、

経営方針、事業戦略、財務情報に加え、

持続可能な社会の実現に向けた CSR活

動を含む当社のさまざまな活動を、わ

かりやすくお伝えし、企業価値、成長

性ならびに事業継続性をご理解いただ

くためのコミュニケーションツールと

位置付けています 

 

と述べている。また「ステイクホルダー・

コミュニケーション(エンゲージメント)」

は第一三共が行う CSR マネジメントサイク

ルの要素であり、その他の「CSR課題の抽

出」「優先課題の検討」「優先課題への迅

速な対応」と併せて CSRマネジメントサイ

クルを構築し、事業と一体となった CSR活

動を推進していくものとしている。この限

りにおいて報告書作成プロセスも CSRマネ

ジメントサイクルに包含されるものと言え

るので、報告書作成プロセスの一環として

行ったエンゲージメントであるといえる。 

 

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 

 第一三共は CSRマネジメントサイクルの

➀CSR課題の抽出においては、各種 CSRイ

ニシアチブや CSR/ESG 評価機関による調査

あるいはステークホルダー・コミュニケー

ション等を通じて把握した期待やニーズに

基づき課題を抽出し、 関係する部所・グル

ープ会社と共有するものとしている。また 

同サイクルの➁優先課題の検討において事

業戦略とステークホルダーからの要請等に

基づいた取り組むべき優先課題を検討する

ものとしており、CSRマネジメントサイク

ルの各ステップにおいてステイクホルダー

から情報を得てそれをもとに CSRマネジメ

ントを行うことが表記されている。しかし

具体的な活動についての明記がされておら

ず、報告書の内容としては不十分であるの

ではないかと考えられる。 

 

第一三共株式会社考察 

 第一三共グループバリューレポート 

2018は統合報告書であり、環境データブッ

ク 2018は前述の報告書の環境分野を補足

するために作られたものである。第一三共

は第一三共グループ企業行動憲章を定めた

うえで、その 10か条の原則に即する形で

CSR 活動を行っているとしている。第一三

共の CSR活動を本研究で定めたリサーチ・

クエスチョンに照らして分析すると、リサ

ーチ・クエスチョン 1の基準➀に関して、

ステイクホルダーの関心ある事柄・CSR課

題として重要なものの特定に際し 2段階の

ステップで課題を特定することを表明して

おり、その特定された課題をカテゴリーに

分けている。リサーチ・クエスチョン 1の

基準➁に関しては「バランス」の観点で不

十分であるが、その他の「正確性」「明瞭

性」「比較可能性」「信頼性」「適時性」

に関しての問題はないと結論付ける。リサ

ーチ・クエスチョン 2の基準➀➁に関して

は、ステイクホルダーを分類し各ステイク

ホルダーにどのような活動を行っていくか

を図示しているが、なぜそのステイクホル

ダーを選んだかなどの情報が不足している。 

 リサーチ・クエスチョン 3 の基準➀に関

しては、エンゲージメントは報告書作成プ

ロセスの一環として行ったものであると表

明されている。基準➁に関しては CSRマネ
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ジメントサイクルを用いて FBが経営に取

り組まれることを述べているが、具体的に

FB が反映された活動・事例についての記述

がないと結論付けた。

以上のことからネガティブな情報開示を

行えていない、個別マテリアリティに関し

ていくつか不十分な点があげられる、など

が明らかになった。 

第 5節.Glaxo SmithKline (以下 GSK) 

国 イギリス 

設立 1953年 8月 18日 

代表者 Emma Walmsley (CEO) 

資本金 8,032 Million Pound 

従業員

数 

3,200名 ※2017 年 12 月末時点の正社員・契約社員・派遣社員数 

主要株

主 

リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッド、

パークレイズ・ピーエルシー等 

事業内

容 

医療用薬品に研究啓発、輸入、製造、販売 

図 5-5-1 GSK企業概要 https://www.gsk.com/en-gb/ 

 

 GSK は人々がより快適に長生きし、自分

らしく生きることを支援する科学主導のグ

ローバル製薬企業である。イギリスに本社

を置き世界有数の規模をもつ。なお日本で

はグラクソ・スミスクライン株式会社

（Glaxo Smith Kline K.K.）が現地法人と

して置かれているが、今回の研究では本社

であるグラクソ・スミスクライン（Glaxo 

Smith Kline plc）を対象とする。 

 

リサーチ・クエスチョン 1.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につい

ての考察 

 GSK Responsible Business 

Supplement(2017)によると、GSKは自身が

設定した 4つの重点分野にわたる 23のコミ

ットメントに対する進捗状況を継続的に報

告している。これらは今後の展望が見通し

やすくなり、意思決定の判断材料になる。

なお、詳細を以下にまとめる。 
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2017 overviews (2017年の概要) 

 5年前に設定した 4つの重点分野にわたる 23のコミットメントに対する進捗状況を報告しま

す。 

私たちは 11回のコミットメントを完了し、10回は順調に進んでおり、もう 1回は作業が必要

です。これらのコミットメントに対して提供する作業の多くは、今日の日常のビジネスプラク

ティスや業務に組み込まれています。 

 

・Health for all 

 私たちは、オープンイノベーションを促進し、医薬品やワクチンをより使いやすくし、医療

制度を強化することで、世界最大の健康問題に取り組んでいます。 

満たされていない医療ニーズのための革新、医薬品やワクチンへのアクセス向上、 

ニーズに的確に応える製品の構築、医療インフラストラクチャーの強化、児童死亡率の削減、

マラリアと戦う、ポリオ撲滅、HIVに対する抗レトロウイルス治療へのアクセス、放置され

た熱帯病(NTD)を排除 

 

・Our people 

 私たちは、安全で健康的で包括的な働く環境を作り、すべての人がその可能性を実感し、成

功するために奮闘することを目指しています。 

健康でインスパイアな職場での人材育成、包括性と多様性の促進、変更を作成するコミュニ

ティボランティア 

 

・Our behavior 

 私たちの価値 - 患者の焦点、透明性、尊敬と誠実さ - すべてを支えるもの 

道義的行為、販売とマーケティングの実践における自社価値を高める、臨床データの透明性、

堅実な患者および消費者の安全、動物実験の最小化、第三者の協力、倫理的な相互作用の確

保 

・Our planet 

 私たちは、世界中の多くの人々に製品へのアクセスを広げる中で、バリューチェーンのあら

ゆる段階で環境フットプリントを最小限に抑えるよう努めています。 

カーボンニュートラルを目指す、水の影響を減らす、廃棄物の削減 
 

表 5-5-2  GSK4つの分野と 23のコミットメント 

出典）GSK Responsible Business Supplement 2017 より谷本ゼミ抜粋・作成 
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このように 23のコミットメントでは、GSK

が経済、環境、社会に与えるインパクトや

将来与える可能性のあるインパクトにつ

いて開示している。また、この 23のコミ

ットメント全てを４段階（Completed, 

Progressing well, On track in, Work 

needed）で評価し、取り組みについて以下

の図のように詳細に説明している。 

 

図 5-5-1 コミットメントへの取り組みの評価 

出典)GSK Rsponsible Business Supplement 2017 

p7 

 

 このように GSKは、基準①の組織がステ

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の要件をみたしてい

ると考えられる。 

 

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 

 

正確性(Accuracy) ぼやかしていないか、数値を明示しているか 

➡個別のマテリティごとに達成度の数値を示していた。 

バランス(Balance) ネガティブな側面を書いているか 

➡4段階のどの段階にあたるのか示している。また企業にとってポジティブな状況だけでなく

ネガティブな状況も公開していることからバランスも満たしている。 

明瞭性(Clarity) グラフと図を示しているか。WEBで簡単に手に入るか 

➡Data summaryで経年変化の数値を具体的に示している。 

比較可能性(Comparability) 経年変化 客観的かどうか 

➡GSK Responsible Business Supplement(2017)は GRIスタンダードを基準に作成したものでは

ない。しかし、非財務情報の開示の仕方は財務報告書のように形が決まっているものではなく、

他者との比較可能性が薄いという問題点もあった。GSKは GRI STANDARDに当てはめ、他者比較

を行いやすいように Global reporting guidelines を作成するなど報告品質をあげる努力をし

ている。 
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信頼性(Reliability) 第三者機関などを活用しているか 

➡Responsible Business Supplement に記載されている環境および健康・安全(EHS)パフォーマ

ンスデータについて、フランスに本拠地を置く世界有数の規模を持つ認証企業であるビューリ

ーベリタス・UKが第三者保証を出している。このことから、信頼性もあると考える。 

適時性(Timeliness) 適切な周期で報告書を出しているか 

➡Responsible Business Supplementを毎年一回発行しており継続的な情報開示に取り組んで

いる。 

表 5-5-3 GSKの報告品質  

出典)GSK Responsible Business Supplement 2017 より谷本ゼミ作成 

 

したがって、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、の要件

も満たしていると言える。 

 

リサーチ・クエスチョン 2.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 

 GSK Responsible Business 

Supplement(2017)によると「我々はステー

クホルダーの期待をよりよく理解し、社会

の動向を特定し、責任あるビジネスに関す

る我々のアプローチ方法を広く認知させる

べく外的ステークホルダーとエンゲージメ

ントを行う」としている。このことから、      

GSK は時代の潮流にしたがってステイクホ

ルダーからの要求が変化することを認識し

た上で多岐に渡る外的ステイクホルダーと

エンゲージメントを図っていると考えられ

る。また GSK Responsible Business 

Supplement(2017)では主要ステイクホルダ

ーとの関係性について、ステイクホルダー

との関わりを通して新たな長期的優先事項

(イノベーション・パフォーマンス・信頼関

係構築)を策定したとも述べている。 

 

1.従業員：私たちは、従業員の強い関わりを維持し、有能な人材を確保するために意見を聞き、

応えます。 

2.政府及び多国籍機関：イノベーションを促進し、ヘルスケア支出の効率的な管理を促進し、

患者に必要な支援を提供する政策を提唱するために、政府と政策立案者と相互に作用します。 

3.投資家：私たちは、様々なチャネルを通じて、社会的責任投資家(SRIs)を含む投資家コミュ

ニティに戦略、責任あるビジネスアプローチ、パフォーマンスを伝えます。 

4.NGOと地域社会：私たちはパートナーと協力して、医療インフラを強化し、グローバル及び

ローカルコミュニティプログラムを通じて医療へのアクセスを向上します。 
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5.患者グループと医療従事者：私たちは、患者のニーズに正確に応えられる製品を開発し、政

策を提唱するための洞察を得るために、患者団体と連携し、サポートしています。 

6.サプライヤーと第三者：私たちは、価値を共有するサプライヤーや第三者との強い関係を築

くことを目指しています。 

表 5-5-4 GSKの広範なステイクホルダー  

出典）GSK Responsible Business Supplement(2017)より谷本ゼミ抜粋・作成 

 

 したがって基準①：広範なステイクホルダ

ーの想定ができているか、の要件は満たし

ていると言える。 

 

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 

 ここでは GSKの Materiality 

assesment2016(2016)を用いて考察する。

GSKは 2013年に会社とステイクホルダーの

利益のために重要かつ影響力のある問題を

優先的に解決できるよう包括的な重要課題

の評価と特定を行なったと述べている。そ

して毎年外部審査と検証をした上で、2016

年には様々な地域の外的ステイクホルダー

からの意見を取り入れ、様々なステイクホ

ルダー・グループを代表する重要な問題を

再検討し検証することの再見直しを図った

ことも述べられている。 

 また GSKは「ステークホルダーインプッ

ト」「ビジネスインプット」の 2つを用い

て重要な課題をよりよく反映するために、

ステークホルダーからのフィードバックに

基づいて数多くのトピック分野を統合した。 

▪ステークホルダーインプット

(Stakeholder inputs) 

  ・グローバルな国際評判調査、従業員・

投資家からのフィードバックを含むス

テークホルダーエンゲージメント情報

及びデータのレビュー 

  ・他の外部のインプット(メディアスキ

ャン、ベストプラクティスの報告、

SDGs、ダウジョーンズのサステナビリ

ティインデックス、及びメディカルイ

ンデックスへのアクセス) 

  ・5つの主要なステークホルダーグル

ープ(投資家、NGO、患者擁護団体、国

際消費財企業、シンクタンク/学術業

界)の代表に対するインタビュー 

▪ビジネスインプット(Business inputs) 

  ・企業価値 

  ・戦略的ビジネス優先事項 

  ・顧客の要求 

  ・投資家の興味 

  ・製品ポートフォリオ 

  ・リスクマネジメント 

  ・製品との関連性 

  ・直接的財務的影響 

以上のインプットを用いて、GSKはそれ

ぞれのトピックの領域がステイクホルダー

とビジネス双方の面における相対的な重要

度が高いかという観点から評価を行った。

この評価の結果から GSKはステイクホルダ

ー全体及び事業全体に対する各トピックの

全体的な重要性のスコアを作成した。GSK

は作成した「マトリックス」から報告に関

するアプローチを示し、責任ある事業に関

連した取り組みの優先順位づけを行ってい

る。このトピックの一覧は網羅的ではない
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が GSKのビジネスにおける重要な問題を示

している。 

横軸：企業の成功における影響力 

(Impact on business success) 

縦軸：ステークホルダーにとっての重要性

(importance to stakeholders) 

 
図 5-5-2 マテリアリティ・マトリックス  出典)GSK Materiality assesment2016 p2 

 

以上のことから、GSK は個別の重要課題

に関して、ステイクホルダーにとっての重

要性と企業の成功における影響力から相対

的にその課題が重要か否かを判断している

ことがわかる。その際様々な外的ステイク

ホルダーからの意見を聞き入れ、毎年外部

調査・検証をしている。このことから個別

の重要課題に関する位置付けは二種類のイ

ンプットや外的ステイクホルダーの意見を

通して為されていることがわかる。しかし

個別の重要課題に関して詳細にステイクホ

ルダーを選定しているとはいえない。した

がって基準②の個別の取り組み(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、の要件は満

たしていない。 

 

リサーチ・クエスチョン 3.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、報告書作成のプロセスの一

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。 

 GSK Responsible Business 

Supplement(2017)では、エンゲージメント

のアプローチ方法や報告書作成プロセスの
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一環として行なったエンゲージメントか否

かを読み取ることはできなかった。しかし

GSKは Materiality assessment 2016 にお

いて「重要性プロセスの一環として、外部

機関である Accountability と協力してス

テークホルダーとビジネスインプットを収

集した。」と述べており、Stakeholder 

inputs の方法を挙げている。 

• 投資家からの世界的な評判調査、従業員

のフィードバックとステークホルダー・エ

ンゲージメントの情報とデータの見直し。 

 • 他の外部インプット間の問題の研究(例

えばメディアスキャン、ベストプラクティ

スを報告、SDGs、 ダウ・ジョーンズ・サス

テナビリティ・インデックスと医学インデ

ックスへのアクセス)  

• 外部利害関係者グループの代表との綿密

なインタビュー 

 ：投資家、NGOなど、患者の権利擁 護団

体、グローバルな消費者製品の企業や戦車/

学界等 

表 5-5-3 GSKのステイクホルダーとのエンゲージ

メント 

出典）GSK Responsible Business Supplement(2017) 

より谷本ゼミ抜粋・作成 

 

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 

 文章からはステイクホルダーからの FB

を経営に組み込んでいるようにも読み取れ

るが、具体的にどのようなプロセスを経て

FBを経営に組み込んでいるかは読み取るこ

とができなかった。したがって基準②を満

たしているとは言えない。 

 

GSK考察 

 リサーチ・クエスチョン 1 から、GSKは

23 のコミットメントを作成し経済、社会、

環境に与えるインパクトや将来与える可能

性があるインパクトについて特定し報告が

できていることがわかった。またその情報

は第三者機関による保証を受けており、毎

年更新がなされるなどやや明瞭性にかける

部分はあるものの報告品質も満たしている

と言える。したがって「何を」報告するか

の基準は満たしていると言える。 

 リサーチ・クエスチョン 2 から、GSKが 2

つのインプットにおける収集を元に個別の

マテリアリティに関してマトリックスを作

成している点は高く評価できる。しかしそ

の個別のマテリアリティに関する詳細なス

テイクホルダーの選定は不明瞭で、その特

定に関しても明示されていない。このこと

から個別のマテリアリティが「誰に」なさ

れているかを判断することはできない。 

 リサーチ・クエスチョン 3 に関して GSK

はエンゲージメントを経営に組み込んでい

るとは述べているが、エンゲージメントの

具体的な方法や経営への組み込み方の報告

などはされておらず不確かなものとなって

いた。 

 以上のことから GSKは一般には優良企業

と言われているものの、個別のマテリアリ

ティごとにステイクホルダーの特定ができ

ていない、エンゲージメントプロセスの明

瞭性にかけるなどの問題点を確認した。し

かし「何を」報告するのかは明確に述べ、

進捗をわかりやすく伝える 4 段階評価など

は専門的な知識のない様々なステイクホル

ダーが情報を見ることを想定している点は

評価できる。 
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第 6節.Novo Nordisk 

国 デンマーク 

設立 1923年 

代表

者 

Lars Fruergaard Jørgensen(CEO) 

資本

金 

21億 400万円※2018年 3月末時点 

従業

員数 

約 43,100人(FTE、2018年 6月) 

事業

所 

世界 79ヶ国 / 販売国 世界 170

ヶ国 

事業

内容 

医療用医薬品、医療機器の開発、輸

入・製造、販売 

表 5-6-1 Novo Nordisk 企業概要 

出典)Novo Nordisk ANNUAL REPORT 

 

 ノボノルディスクはデンマークに本社を

置くグローバル製薬企業である。ノボノル

ディスクは早い段階から環境保全に取り組

んでおり社外評価も高い。2005年以降、カ

ナダの出版社コーポレート・ナイツ社が選

定する「世界で最も持続可能な 100社」に

常にランクインしている企業である。 

 

リサーチ・クエスチョン 1.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 

 ノボノルディスクは、統合報告書内で「社

会への取り組み」「環境への取り組み」と

いう章を設けてノボノルディスクが与える

社会・環境・経済へのインパクトについて

述べている。 

 社会への取り組みに関しては、主に患者

や従業員などの主要なステイクホルダーや

倫理レベルのアシュアランスについて述べ

られている。 

 

●社会への取り組み 

●患者さん 

・ノボノルディスクは深刻な慢性的疾患を

持つ患者さんがより良い生活を営めるよう

に支援してきた。特に「Changing Disbetes

ー糖尿病を克服する」プログラムを通じて、

13 カ国 16,000人以上の 1型糖尿病の子供

達に無償で治療を提供したり、「都市の糖

尿病を克服する(cities Changing 

Diabetes)」という取り組みでは、ロンドン

大学等の各都市におけるパートナー(糖尿

業・医療コミュニティ、自治体、学術機関、

年専門家、市民団体など)との提携プログラ

ムを実施した。 

・世界糖尿病財団(WDF)への寄付や血友病ケ

アへのアクセス向上を支援する資金援助も

行なっている。この取り組みでは、寄付は

もちろん、発展途上国及び新興国への医療

施設の拡充、診断・治療、教育・自立支援

が主な目的としてあげられる。  

・BOPビジネスとして、新たにナイジェリ

アとガーナを対象国に加えた。と述べてい

る。ただし、どのような BOP ビジネスを行

なっているのかなどの詳細な説明は見受け

られなかった。 

●従業員 

・管理職の男女比が 6:4になり多様性の向

上に努めている。 

・カスタムメイドの年次従業員意識調査
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(eVoice)を使用して、従業員とのエンゲー

ジメントを測定した。 

出典)Novo Nordisk ANNUAL REPORT 

 

環境への取り組みに関しては、利用資

源・排出物・ 廃棄物という 3つの観点で

環境実績を評価していた。 

ノボノルディスクの生産拠点はいずれも

ISO14001認証を受けており、2017年には資

源の利用量が減少したことが述べられてい

た。また生産拠点からの CO2排出量は減少

しているものの、物流による CO2排出量及

び廃棄物はわずかに増加したことが述べら

れている。 

 

●環境への取り組み 

●資源 

・非再生資源や稀少天然資源の使用を極力

削減することを第一目標としている。 

・エネルギー及び水の消費量もわずかに減

少しており、生産拠点で利用している電力

の 79%は再生可能エネルギーを使用してい

る。 

●排出物・廃棄物 

・CO2削減を目指している。生産拠点での

CO2排出量が 2%削減したが、その理由とし

ては、化石エネルギーを使用する地域での

エネルギー利用が減少したためだとする。 

・サプライチェーンのサプライヤーにもエ

ネルギー効率と再生可能エネルギーの利用

を求めている。 

・物流では CO2排出量が前年より 3%増加し

た。今後も海上輸送による CO2排出量削減

に努める。 

出典)Novo Nordisk ANNUAL REPORT 

以上の報告とともに、ノボノルディスク

は 2015年に「2020年までに全ての生産拠

点で再生可能エネルギーを利用する。」と

いう目標を立て環境問題を取り扱う非営利

団体であるクライメートグループが主導す

る企業連合 RE100に参加していることを述

べており第三者機関と連携を取っているこ

とがわかる。 

 また CONSOLIDATED FINANCIAL, SOCIAL 

AND ENVIRONMENTAL STATEMENTS 2017 の章

では上記の「社会への取り組み」「環境へ

の取り組み」のより詳しいデータや数値、

所見を個別のマテリアリティごとに 2016

年度から 2017年度の変化と進捗を表にま

とめている。 

 

・社会への取り組み 

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 

 

保証 

・ビジネス倫理のレビュー 

・ノボノルディスクウェイの円滑化からの

行動ポイントの達成 

・サプライヤーの監査 
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・製品リコール 

・失敗した検査 

・会社の評判 

出典)Novo Nordisk ANNUAL REPORT 

 

 

図表 5-6-2 社会への取り組みの数値開示 

出典）Novo Nordisk ANNUAL REPORT 2017  p98 

 

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 

 

コンプライアンス 

・制限値の違反 

出典)Novo Nordisk ANNUAL REPORT 
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出典)Novo Nordisk ANNUAL REPORT 2017 p104 

 

上記の「社会への取り組み」「環境への

取り組み」は上記の表だけでなく、個別の

マテリアリティごとにも経年変化やその

内容が詳細に記載されている。例えば「環

境への取り組み」の「CO2排出量」の場合

は以下のような表を用いている。 

 

 
図表 5-6-3 環境への取り組みの数値開示 

出典)Novo Nordisk ANNUAL REPORT 2017 p106 

 

 この場合、糖尿病ケア、肥満、バイオ医

薬品などの分野でどれほどの排出を行な

っているか、生産現場のエネルギー使用量

が減ったことから CO2も削減した旨など

を述べている。 

 このようにノボノルディスクは自身が

行う社会・環境へのインパクトについて報

告している。 

以上のことから基準①を満たしていると

考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

正確性(Accuracy) ぼやかしていないか、数値を明示しているか 
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➡財務情報と同様に、非財務情報も SOCIAL AND ENVIRONMENTAL STATEMENTS 2017の欄に明記し

ており具体的な数値が示されている。 

バランス(Balance) ネガティブな側面を書いているか 

➡環境への取り組みを報告する際に CO2排出量が増加した旨を伝えている。また、社外評価に

ついてランクダウンした旨も述べている。 

明瞭性(Clarity) グラフと図を示しているか、WEBで簡単に手に入るか 

➡非財務情報も財務情報と同様の明記をしている。またグラフを使用するなど経年変化が見や

すくなっている。 

比較可能性(Comparability) 経年変化 客観的かどうか 

➡1994年に環境報告書を発行してから、1998年には社会的報告書も発行、2004 年より統合報

告書を発行するなど継続的に非財務情報を発信して経年変化が読み取れるようになっている。 

信頼性(Reliability) 第三者機関などを活用しているか 

➡ファシリテーションチームという内部監査機関がある。また、非財務情報も外部監査人によ

る保証で AA1000の基準を使用している。 

適時性(Timeliness) 適切な周期で報告書を出しているか 

➡2004年より、毎年統合報告書を発行している。 

図表 5-6-4 Novo  Nordisk の報告品質  

出典)Novo Nordisk ANNUAL REPORT より谷本ゼミ作成 

 

以上のことから基準②を満たしていると

言える。 

 以上を踏まえノボノルディスクは基準①

も基準②も高いレベルで満たしているとい

える。またノボノルディスクは非財務情報

を統合報告書だけでなく、Web上で公開す

るなどの取り組みもしている。これらの情

報は重複せず、より理解を深めるように作

成している。 

 外部機関から高い評価を受けているよう

に、ノボノルディスクは非財務情報の詳細

な公開などを行なっている。また報告書の

冒頭はストーリーテリングの形をとること

で、専門的な知識のないステイクホルダー

でも理解しやすいように作成されている。

一方で詳細な情報を求めるステイクホルダ

ーのために報告書の後半は数値を主体とし

た報告書となっている。 

 

リサーチ・クエスチョン 2.対象となるステ

イクホルダーを適切に理解しているか 
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基準①：広範なステイクホルダーの想定が

できているか 

 NOVO NORDISK ANNUAL REPORT(2017)は、

ノボノルディスクが持続可能な発達を達成

すべく 

 

  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

ルダーを満たすために、2016年秋の営

業利益の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 

 

と述べている。このことから、ノボノルデ

ィスクは患者を中心に広範なステイクホル

ダーを想定していることがわかる。 

 また「社会的責任の観点から、主要な利

害関係者グループは、ノボノルディスク製

品、ノボノルディスクの従業員、およびグ

ループのバリューチェーン全体の従業員、

および地域社会です。」とも述べており、

ステイクホルダーを狭義に捉えていないこ

とが理解できる。 

 また同社 HPにおいて学生、研究者、学習

者に対して 

 

  私たちはサステナビリティ、世界的な

健康およびビジネス研究に携わること

を通じて、学問との豊かなつながりを

持っています。研究、イノベーション、

エビデンス、教育は私たちが行うこと

の中核をなすもので（中略）できる限

り豊かに研究に貢献できるよう願って

います 

 

とし、学生・研究者・学習者向けにノボノ

ルディスクの複数の持続可能なビジネスケ

ースを複数の言語で紹介している。ノボノ

ルディスクでは、他の企業ではあまりみら

れない学生・研究者・学習者も広範なステ

イクホルダーの 1つとして想定されている

ことがうかがえる。 

 以上から基準①：広範なステイクホルダ

ーの想定ができているか、を満たしている

といえる。 

 

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 

 NOVO NORDISK ANNUAL REPORT(2017)によ

ると「ノボノルディスクはステークホルダ

ーをマップし、ステークホルダーの懸念と

期待を確実に含めるためのプロセスを実施

しています。 さらに、ノボノルディスクは、

ステークホルダーエンゲージメントと企業、

地域、および関連会社のレベルで持続可能

なビジネスとなる能力を継続的に開発して

います」としており、ノボノルディスクが

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こ

とが述べられている。 

 また「重要な問題は、継続的なステーク

ホルダーエンゲージメントとデータ分析や

明確で測定可能なアクションプランによっ

て定められたトレンドスポットによって識

別されています。」としており、ノボノル

ディスクが個別の取り組み(マテリアリテ

ィ)をエンゲージメントやトレンドスポッ

トを用いることで、より詳細にステイクホ

ルダーを選定していることがわかる。しか

しステイクホルダーの懸念・期待事項を含
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んだマッピングは掲載されておらず、また

個別の取り組みに関する新たなステイクホ

ルダーの選定を行なった結果、どのように

分類がなされたのかについては読み取るこ

とができなかった。そのため、強固な根拠

とは言えず基準を満たしているとはいえな

い。 

 したがって基準②個別の取り組み(マテ

リアリティ)についての、より詳細なステイ

クホルダーの特定ができているかに関して

は、満たしているといえるが外的ステイク

ホルダーが可視化できる形で掲載などはさ

れておらず信憑性にかけると判断した。 

 

リサーチ・クエスチョン 3.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、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、報告書作成のプロセスの一環

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。 

 COMMUNICATION ON PROGRESS(2017)という

報告書によると、ノボノルディスクはすべ

ての内部ステイクホルダーと外部ステイク

ホルダーと効果的にコミュニケーションを

図ることを表明している。また同報告書は

SDGsのプロセスで得た知見を報告する目的

であるという旨が同社 HPにおいて表明さ

れている。 

 このことはノボノルディスクが報告書を

作成するにあたり報告書の目的を「自社が

何をしているかを伝えること」、つまり「今、

ノボノルディスクがどこにいて、何をして、

将来の見通しがどうであるかを簡潔にまと

まったストーリーで示すこと」としている

ことに由来する。これよりノボノルディス

クでは報告書をステイクホルダーとのコミ

ュニケーションを促進し、その知見を報告

する手段と捉えていると考察した。 

 また自社にとってキーとなる問題を、ス

テイクホルダー・エンゲージメントから特

定していることを表明している。そして特

定した問題をアニュアルレポートで示すこ

とで、ステイクホルダーの意思決定を手助

けするとしている。 

 そして、ノボノルディスクはノボノルデ

ィスクウェイを用いて行動決定を行ってい

る。 

▼ノボノルディスクウェイ 

 私たちが意思決定を行うときに、その考

え方を裏付ける指針となるもの。 

 ノボノルディスクウェイは、ノボノルデ

ィスクの価値観に基づく経営の根幹になる

もので、我々がどうあるべきか、進むべき

方向性や働き方について述べられている。 

 ノボノルディスクウェイは、ノボノルデ

ィスクと従業員が互いの約束として掲げて

おり、私たちの医薬品を必要としている患

者さんとの間に交わす約束でもある。 

出典)Novo Nordisk ANNUAL REPORT 

 

ステイクホルダー・エンゲージメントに

関して、上で述べた「ノボノルディスクウ

ェイ」の実践状況を評価する内部機関であ

るファシリテーションチームが、対象とす

る従業員約 21,000人のうち約 3000人に聞

き取り調査を実施し、同時にステイクホル

ダー約 700人からフィードバックを収集し

た旨が報告書に記載されている。また「改

善計画が必要な部分については、計画の内

容と改善期間を各拠点のマネジメントチー
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ムと合意した」と報告書で述べられている。

そして患者というステイクホルダーに対し

ては Cities Changing Diabetesというプロ

グラムを実施している。都市糖尿病とも呼

ばれる都市における 2 型糖尿病の劇的な上

昇に対する対応であり、その目的は世界中

の都市における糖尿病挑戦に取り組むため

に問題をマッピングし、解決策を共有し、

具体的な行動を導くことをプログラムで行

なっているというように具体的なエンゲー

ジメントの手法も記載されている。 

 これらを踏まえ、ノボノルディスクでは

報告書をステイクホルダーとのコミュニケ

ーション手段、そしてその場で得た知見を

報告する手段としている。また、ステイク

ホルダー・エンゲージメントのアプローチ

方法も明記しているため基準①を満たして

いると言える。 

 

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 

 先に述べたように従業員に対する聞き取

り調査に関して、エンゲージメントのアプ

ローチ方法が記載されており、従業員とい

うステイクホルダーからの意見を汲み取り、

改善点を見出しているため評価できる。 

 一方で明確さに欠ける部分もある。報告

書の中に 

 

糖尿病の患者さん、一般開業医、糖尿

病専門医などの主要なステークホルダ

ーからの評判は、ノボノルディスクが

ステークホルダーの期待にどの程度応

えているか、ノボ ノルディスクに対す

るステークホルダーの信頼や期待の程

度、ステークホルダーがどの程度ノボ 

ノルディスクと関わっていきたいと考

えているかを図る指標になります。

2016年の評判のスコアは、100 点満点

のうち 79.3 点で、2016 年の 77.8点

から上がっています。評価データは、

2017年 6月から 9月にかけて収集した

もので、70 ～ 80 点のスコアは優良と

見なされます 

 

との記載がある。ここからはステイクホル

ダーからの評価を意識しているものの、実

際にこのスコアからわかる結果をどのよう

に活用し経営を行っているのか不明確であ

る。 

 

図表 5-6-5 企業の評判の数値開示 

出典)Novo Nordisk ANNUAL REPORT 2017 p12 

 

 以上よりノボノルディスクはエンゲージ

メントのアプローチ方法を示してはいるが、

どのようにエンゲージメントの成果を経営

にフィードバックしているかという点に関

しては不明確であるといえる。 

 

ノボノルディスク考察 
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 リサーチ・クエスチョン 1の非財務情報

の「何を」開示しているかについては、ノ

ボノルディスクでは自社がおこなう事業か

ら生じる社会・環境へのインパクトについ

て報告しており、ステイクホルダーに与え

る影響や意思決定に影響する事柄について

の開示が適切になされている。また報告品

質も AA1000に準拠し、毎年継続的に報告し

経年変化が読み取れるようにするなど基準

を十分に満たしている。 

 リサーチ・クエスチョン 2「誰に」の情

報を報告しているかについては、ノボノル

ディスクでは広範なステイクホルダーの特

定ができている。しかし個別のマテリアリ

ティに関するステイクホルダーの詳細な選

定に関しては不明瞭な点もあり、改善の余

地があると考えた。 

 リサーチ・クエスチョン 3「どのように」

についての非財務情報を開示しているかに

関しては、ノボノルディスクは報告書作成

をステイクホルダーとのエンゲージメント

手段として捉えており、ステイクホルダー

の意見を踏まえ改善すべき点を見直してい

る。したがって 3 つのリサーチ・クエスチ

ョンを通して、ノボノルディスクはステイ

クホルダーからの意見を活用し非財務情報

を開示していると言える。また、エンゲー

ジメントの成果を具体的にどのように経営

にフィードバックしたのか不明確であるも

のの、エンゲージメントのアプローチ方法

も適切に開示されていた。 

 

第 7節 リサーチ・クエスチョン考察 

 5章の事例研究を通し、リサーチ・クエ

スチョン「非財務情報開示の現状はどのよ

うであるか」に対する結論を述べる(表 2参

照)。 

 はじめに、リサーチ・クエスチョン 1.非

財務情報の何を開示するのかについては 

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 

の 2つの基準で事例を確認した。その結果

基準①は 5社全てで満たしているものの、

基準②は GSKとノボノルディスクを除く日

本の 3社(アステラス製薬、武田、第一三共)

では完全に満たしている状況ではないこと

が明らかになった。3社はいずれも報告品

質におけるバランス(Balance)に欠けてお

り、企業にとってポジティブな情報は開示

しているものの、ネガティブになる情報の

開示が著しく少ないか記載がない状況であ

った。 

 また日本企業は GRIスタンダードを元に

非財務情報開示を行なっているが、先進事

例として捉えてきた海外企業はどちらも

GRI スタンダードを元に作成したものでは

なかった。海外企業の特色としては、個別

の取り組みについて 4段階評価でマテリア

リティの進捗状況を伝えるとともにマテリ

アリティの経年変化を伝えている。その情

報ではネガティブな内容も開示しており報

告品質のバランスにも長けている。この点

が企業の非財務情報報告の特色であると考

える。 

 以上より、リサーチ・クエスチョン 1.非

財務情報の「何を」開示するのか、という

リサーチ・クエスチョンを通し、企業は自
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社にとってポジティブな内容だけでなくネ

ガティブな内容も開示していくべきである

という結論を導いた。 

 

 次にリサーチ・クエスチョン 2.対象とな

るステイクホルダーを適切に理解している

かについては、 

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

特定ができているか 

の 2つの基準で事例を確認した。その結果、

5 社全てで基準①を満たしていることが明

らかとなった。ただし、アステラス製薬に

関しては文章からステイクホルダーを広範

に定めていることが読み取れるものの、ス

テイクホルダーの特定に対しては明記がな

されていなかった。基準②に対してはノボ

ノルディスクを除く 4 社で基準を満たすこ

とができていない状況であった。ただしノ

ボノルディスクも完全に基準②を満たすも

のではなかった。ノボノルディスクは「重

要な問題は、継続的なステークホルダーエ

ンゲージメントとデータ分析や明確で測定

可能なアクションプランによって定められ

たトレンドスポットによって識別されてい

ます。」としており、個別のマテリアリテ

ィごとにステイクホルダーを定めているこ

とが窺えるが、トレンドスポットの公開は

しておらず具体的にどのような情報か読み

取れず信憑性に欠けるものであった。 

 以上より、リサーチ・クエスチョン 2.誰

に非財務情報を開示するのかというリサー

チ・クエスチョンを通して、企業はステイ

クホルダーの特定、選定理由を明記し、個

別のマテリアリティごとのステイクホルダ

ーの特定までも明確に記載すべきであると

いう結論を導いた。 

 

 最後に、リサーチ・クエスチョン 3.どの

ように非財務情報を開示するのかについて

は、 

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や、報告書作成の一

環としてエンゲージメントを行なったか否

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 

の 2つの基準で確認した。その結果、基準

①は 5社全てで基準を満たしているものの

基準②は 5社全てで不十分であることがわ

かった。5社はいずれも、経営にステイク

ホルダーからの FBを組み込んでいること

は窺える内容になっていた。しかし、どの

ように FBを経営に組み込んでいるのかの

明記はなく具体性に欠ける報告となってい

た。 

 

今回事例研究対象として選定した企業は、

Global 100 Most Sustainable Corporations 

in the World などの非財務情報を重視して

選出される様々な環境・社会・ガバナンス

を配慮したインデックスに選出された、社

会から評判が良い企業であった。しかし上

記のリサーチ・クエスチョンに通したとこ

ろ、広い範囲では非財務情報を開示できて

いるものの、詳細な情報や企業にとってネ

ガティブとなる面に関する情報開示には改

善の必要性があることが明らかとなった。
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 以上より、リサーチ・クエスチョンの総

括として海外企業と日本企業のそれぞれの

現状をまとめる。日本企業はすべての企業

が GRIスタンダードの基準を参考にしてい

たのにもかかわらず、報告品質やマテリア

リティごとの詳細なステイクホルダーの特

定、ステイクホルダーからのフィードバッ

クが経営活動に活かされているかの情報が

不十分であった。一方海外企業では日本企

業と同様に基準を満たしていない項目があ

るものの、GRIに準拠していないにも関わ

らず日本より高いレベルで非財務情報を開

示できていることが分かった。また幅広い

ステイクホルダーに報告書を理解してもら

うために冒頭に自社のビジョンや CSR基本

方針をストーリーテリングの形で記載して

いることから、報告書の作成の仕方にも工

夫が見られる。よって今回設定したように

海外企業は先進事例であるとは言えるが、

GRI に完全に準拠した開示ができていると

は言えず改善すべき点が見つかった。 

 

(表 2)リサーチ・クエスチョン(略 RQ)の結果 
 

RQ1 RQ2 RQ3 

基準➀ 基準➁ 基準➀ 基準➁ 基準➀ 基準➁ 

日本 アステラス ◯ △ ◯ × ◯ △ 

武田 ◯ △ ◯ × ◯ △ 

第一三共 ◯ △ ◯ × ◯ △ 

海外 GSK ◎ ◯ ◯ × ◯ △ 

ノボノルディスク ◎ ◯ ◯ △ ◯ △ 

 

脚注 

(※1)WWFジャパン 

生物多様性の保全及び人類による自然環境への負

荷の軽減のための活動、 調査研究、政策提言及び

環境保全思想の普及を目指す NGO 

(※2)Access to Medicine Index 

研究機関をもつグローバルな最大手医薬品メーカー

20 社を対象とし、発展途上国での医薬品へのアクセ

スの改善に関する実践や貢献度を評価し、ランク付け

したもの。オランダを拠点とするグローバルな非営利

団体、Access to Medicine Index Foundation が調

査・分析を実施している。 

 (※3)Dow Jones Sustainability Indices 

米国ダウ・ジョーンズ社とスイスの SAM（Sustainable 

Asset Management）が選んだサステナビリティ株式

指標のこと。企業の持つ持続可能性を測り、SAM の

評価が上位 10%の約 300 社の株式銘柄を選んでそ

の株価と配当利益を指標に組入れた株式指標。 

 (※4)FTSE4 Good Index 

英ロンドン証券取引所（LSE）グループの 100%子会

社であるFTSE Internationalが 2001年から発表して
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いる世界的に有名な ESG 投資インデックス。企業の

ESG に関するマネジメントや取組実績を同社の ESG

レーティングに基づいて評価している。 

 (※5)CDP 

人々や地球に長期的な作用する繁栄した経済を目指

して、投資家、企業、街の環境へのインパクトを測定し

理解することによって、真に持続可能な経済を作るこ

とを目的とした、NPO。 
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第 6 章 結論 

 5章の事例研究から、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、海外企業にはとりわけ優れている点も

あるということがわかった。この「事例の

差異」は、2章で説明した日本と欧州の CSR

背景の違いが要因であると考えられる。こ

れまで述べた日本と欧州の CSR背景の違い

とリサーチ・クエスチョンからわかること

から考察を行い本研究の結論を述べる。 

 

第 1節 考察 

 はじめに 3章で日本企業と海外企業の背

景をみた。日本では CSRについての大きな

議論が 2003年からであるからなど、そもそ

も CSRの発展が欧州に比べて遅い。また日

本政府も非財務情報の開示における法規制

という明確なルールを制定しておらず、日

本における非財務情報に関する法規制が整

備されていないことがわかった。一方で欧

州では社会問題や労働問題を契機に CSRが

早い段階から浸透し、その実行については

自主性に委ねるが開示については義務化す

るという動きが広がっていたことがわかっ

た。 

 次に 4章と 5章のリサーチ・クエスチョ

ンからの考察を述べる。日本企業も海外企

業も GRIの基準を完全には満たせていない

ことがわかった。なお日本企業の報告書に

は独自性がないものの、欧州企業の報告書

には一部の項目で独自の工夫を凝らすなど

評価できる点も見られた。 

 上記のことから、日本においては CSRの

土壌がなかったことと他社を模倣するよう

に報告書を作る潮流ができたことから、フ

レームワークにあてはめた際に GRIの基準

を達成できていなかったと考えられる。一

方で、欧州では GRIを参照せずに企業ごと

に工夫された報告書を発行しているために

リサーチ・クエスチョンのフレームワーク

では問題が見つかったと考える。しかし GRI

などのグローバルなスタンダードはステイ

クホルダーが非財務情報を理解・評価・フ

ィードバックするための規格であり、こう

した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た

め日本・欧州企業が GRI基準を満たせてい

ないこと自体に問題があり準拠する必要が

ある。 

 また日本と欧州の背景の違いから、そも

そも日本には規制がないために CSRが発展

してこなかったことが考えられる。それを

踏まえると、日本でも規制を行うことで欧

州企業のように評価される報告書を作成で

きると推測できる。したがって日本でも規

制を行い CSR を浸透させるべきだと考える。

しかし欧州の 2014年に欧州議会で制定さ

れた EU企業の非財務情報開示の義務化よ

うな規制の場合、開示する内容しか規制せ

ず CSRの方法や詳細は企業の自主性に任さ

れている。これでは報告書作成・開示の広

がりは期待できるかもしれないものの、今

回の事例研究からわかったように GRI基準

を満たすことが出来ず、本来の意味での CSR

の浸透はできないことが懸念される。した

がって日本の規制では GRIなどのグローバ

ルなスタンダードを満たし、真の意味で CSR

を進めることを求めるような詳細な報告書

作成の規制を課すべきだと考える。また谷

本（2006）が「CSRを踏まえた経営体制の

確立というよりも報告書が先行している感
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は否めない。」と述べているように、報告

書を作ることが目的となり実際の CSRが伴

っていないという問題が発生している。規

制によって GRIなどのグローバルなスタン

ダードを超えるような報告書作成を求める

ことで、日本企業は報告書をつくる際に自

社の CSRの取り組みがまだ不足しているこ

とを自覚し CSR方針を見直す契機になるの

ではないだろうか。このように規制を導入

することによって本来の順序とは逆転する

形ではあるものの、日本でも CSRの土壌が

形成されることが期待できる。 

 

第 2節 結論 

 このことから、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。」に対する結論を「企業は適切な CSR

経営を行うために、ステイクホルダーエン

ゲージメントの一環としてステイクホルダ

ーからのフィードバックを経営プロセスに

組み込む必要がある。そのためには企業が

ESGに関する報告を GRIなどグローバルな

基準を満たした上でステイクホルダーの期

待を満たす質の高い報告書の作成をすべき

である。そのために、政府による非財務情

報開示についての規制も有効である。」と

する。 

 なお第 2章でも述べたように、このよう

に非財務情報を開示していくことでステイ

クホルダー側は長期的な企業価値を適切に

判断することができ、企業側はよりステイ

クホルダーのニーズを満たした企業経営を

行うことで社外の評価を高め、社会からの

要求に迅速に答えることができると考える。 

 

第 3節 総括 

第 2章 問題提起  

 戦略的コミュニケーションとはステイク

ホルダー・エンゲージメントそのものだと

考えた。そのエンゲージメントの手段の一

つとして、非財務情報開示があり、現在日

本において関心が集まってきている。そこ

で「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」という問題提起を立て

た。 

  

第 3章 日本と欧州の CSR背景比較   

 日本において CSRについて議論され始め

たのは 2000年代に入ってからであり、非財

務情報報告についての法律もない。対して

欧州では早くから CSRについての議論が活

発であり、非財務情報の報告を義務付ける

法律も整備されている。このように日本と

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

ることが分かった。 

 

第 4章 リサーチ・クエスチョンとフレー

ムワークの設定 

 非財務情報開示の手段として報告書が重

要であるということが ACCAや経済広報セ

ンターの調査から分かる。そしてその報告

書のスタンダードとして GRI が世界中で使

用されている。そのため非財務情報のやり

方を見ていく際に GRIをもとにしたフレー

ムワークで研究していく。 

 

第 5章 事例研究 

 事例研究を行う企業は、日本企業は「ア

ステラス製薬」「武田薬品工業」「第一三

共」、海外企業は「Glaxo  Smithkline」「Novo 

Nordisk」を選定した。 
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考察：事例研究を行った日本企業と海外企

業の相違点として、海外企業はネガティブ

な情報も公開しているのに対して、日本企

業はポジティブな情報しか開示しておらず、

日本企業はバランスに欠ける報告になって

いた。この他、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など海

外企業の方が優れているという結果になっ

た。 

 

第 6章 結論 

 前章までのまとめを行い、日本と海外の

差が生まれた理由の一つに規制の有無があ

るのではないかと考察を行った。 

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。」に対する結論

として、「企業は適切な CSR経営を行うた

めに、ステイクホルダーエンゲージメント

の一環としてステイクホルダーからのフィ

ードバックを経営プロセスに組み込む必要

がある。そのためには企業が ESGに関する

報告を、GRIなどグローバルな基準を満た

した上で、ステイクホルダーの期待を満た

す質の高い報告書の作成をすべきである。

そのために、政府による非財務情報開示に

ついての規制も有効である。」と考える。 
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http://www.corporateknights.com/magazines/2017-global-100-issue/2017-global-100-results-14846083/
https://www.gsk.com/media/3369/engagement-with-patient-organisations.pdf
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・European Commission (2013) ’Commission Staff Working Document Executive Summary 

of the Impact Assessment.’ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0128&from=EN  

・Financial Times Lexicon(2015) ’Definition of non-financial performance measures. 

http://lexicon.ft.com/Term?term=non_financial-performance-measures 

・GRI STANDARDS ‘101:FOUNDATION 2016’  

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-101-

foundation/ 

・GRI STANDARDS ‘102:GENERAL DISCLOSURES 2016’ 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-103-

management-approach-2016/ 

・GRI STANDARDS ‘103:MANAGEMENT APPROACH 2016’ 

https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-103-

management-approach-2016/ 

・GSK Assurance Statement 2014 

https://www.gsk.com/media/3234/assurance-statement-2014.pdf 

・GSK materiality process 2016 

https://www.gsk.com/media/2538/gsk-materiality-process.pdf 

・GSK Annual report 2017 

https://www.gsk.com/media/4751/annual-report.pdf 

・GSK responsible-business-supplement-2017 

https://www.gsk.com/media/4756/responsible-business-supplement-2017.pdf 

・GSK (2017) ‘Global reporting guidelines’ 

https://www.gsk.com/media/4774/global-reporting-initiative-gri-index-2017.pdf 

・INTOSAI Working Group on Environmental Auditing(2013) ’Sustainability reporting: 

Concepts, frameworks and the role of supreme audit institutions’ 

https://www.environmental-auditing.org/media/2935/2013_wgea_sustainability-repor

ting.pdf 

・GSK (2014) ‘Responsible Business Supplement 2014’ 

https://www.gsk.com/media/2739/gsk-responsible-business-supplement-2014.pdf 

・KPMG (2017a) 「日本におけるサステナブル報告」

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-sustainability-report-survey-

2017.pdf 

・KPMG (2017b) International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate

-responsibility-reporting-2017.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0128&from=EN
http://lexicon.ft.com/Term?term=non_financial-performance-measures
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-101-foundation/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-101-foundation/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-103-management-approach-2016/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-103-management-approach-2016/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-103-management-approach-2016/
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/gri-103-management-approach-2016/
https://www.gsk.com/media/3234/assurance-statement-2014.pdf
https://www.gsk.com/media/2538/gsk-materiality-process.pdf
https://www.gsk.com/media/4751/annual-report.pdf
https://www.gsk.com/media/4756/responsible-business-supplement-2017.pdf
https://www.gsk.com/media/4774/global-reporting-initiative-gri-index-2017.pdf
https://www.environmental-auditing.org/media/2935/2013_wgea_sustainability-reporting.pdf#search=%27INTOSAI+Working+Group+on+Environmental+Auditing%282013%29+%E2%80%99Sustainability+reporting%3A+Concepts%2C+frameworks+and+the+role+of+supreme+audit+institutions.%27
https://www.environmental-auditing.org/media/2935/2013_wgea_sustainability-reporting.pdf#search=%27INTOSAI+Working+Group+on+Environmental+Auditing%282013%29+%E2%80%99Sustainability+reporting%3A+Concepts%2C+frameworks+and+the+role+of+supreme+audit+institutions.%27
https://www.gsk.com/media/2739/gsk-responsible-business-supplement-2014.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-sustainability-report-survey-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-sustainability-report-survey-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf
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・KPMG (2017c)「The road ahead ーKPMGによる CSR調査報告 2017」

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-csr-report-survey2017.pdf 

・Living our values and expectations 

http://us.gsk.com/media/1509745/english-code-of-conduct.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/jp-csr-report-survey2017.pdf
http://us.gsk.com/media/1509745/english-code-of-conduct.pdf


70 

 

プロジェクト研究アンケート
 

 

N=22 

大学生…14 高校生…0 

会社員…6 自営業…0 

主婦…1  大学教授…0 

その他…1(専門学生） 

 

 

N=21 

ゼミ生…9 OB…3 

HP…2   SNS…0 

その他…7 

 

 

 

 

 

N=24 

長い…0 ちょうどいい…24 短い…0 

 

 
N=24 

とても分かりやすい…9 

分かりやすい…15 

分かりにくい…0 

どちらでもない…0 

 
N=23 

とても分かりやすい…13 

分かりやすい…7 

分かりにくい…3 

どちらでもない…0 
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・（PPTに）文字が多いのでもう少しプレゼンに工夫が欲しい（会社員） 

 

・事例研究における基準が明確で、企業考察の〇△当の評価に説得力がありました。結論、

まとめがあることでフィードバックができ、内容をよく理解できました。（大学生） 

 

・スライドの表や図がわかりやすかった。もう少し 1枚のスライドをじっくり見たいと感

じた場面もあった。（大学生） 

 

・平易な言葉で説明されていて、かつ専門用語には用語集で補足があったので、わかりや

すかったです。最後のまとめもわかりやすかったです。（大学生） 

 

・30分で非財務情報についての全体像が知れてよかったです。話すスピードや話し方もわ

かりやすかったです。話の山場があるともっとよかった。（大学生） 

 

・原稿を読むのではなく、そこを離れて語ったほうが受け手に通じるのではないかと思う。

間を大切にするとさらに良い。早口にならないように。（会社員） 

 

・企業の責任の一つに社会貢献があると思います。どのように貢献しているのかを関係す

る為にも非財務情報の開示は重要だと感じました、これか始まるであろう就職活動に役立

ててください。（会社員） 

 

・日本はなぜ法整備が進まないのか、日本に欧州法を導入した場合どういう◯×評価（事

例研究で）となるのか。欧州以外との比較、日本と海外をランキングや数値でで示した方

が分かりやすい（会社員） 

 

・FBの際より、発表時間や導入がとても改善されており、内容もわかりやすくなっていま

した。聞き手へのわかりやすさにこだわった発表であることがとても伝わってきました。

（大学生） 

 

・難しい内容なのに、わかりやすく伝えるための工夫がよく感じられました。日本と欧州

の違いが背景的問題にあることなど大変勉強になりました。（大学生） 

 

・まとめの画面がもう少しあっても良かったのではないか・・・内容は興味深いものでし

た（会社員） 

 

・課題→例示→結論と筋が通っていて進行は良かったと思う。（大学生） 
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・CSRについて知らない人にもわかりやすい発表でした。（大学生） 

 

・比較することで日本の悪いところが見えやすく、とてもわかりやすかったです。（大学

生） 

 

・日々たくさんの時間を割いて、ゼミ活動をしていることが伝わってきました。これから

も頑張ってください。（会社員） 

 

・結局のところ、ステイクホルダーは株主ということなのか？その報告成果・反映は株価

に評価されるということで理解してよいのでしょうか？（会社員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

おわりに 

 

 谷本先生が早稲田大学に赴任されてから７年の月日が経とうとしています。一橋大学、

早稲田大学で受け継いでこられた谷本ゼミの伝統を守るべく、活動に取り組んで参りまし

た。 

 

 約一年前の秋、私たち７期生の活動は始まりました。春は各々が基本的な知識を身につ

け、夏は６期生の先輩方と台北、日本でのワークショップを行いました。秋になって初め

て、私たちだけで研究を一つの形にまとめ上げ、発表させていただきました。先の夏のワ

ークショップの発表が今回のプロジェクト研究の土台となっております。 

 

 今回のプロジェクト研究を進めるにあたって、谷本先生を始め、６期生の先輩方、谷本

研究室の森塚さんには数々のサポート、アドバイスを頂きました。今年度は、谷本先生は

台北で教鞭を取られている大変お忙しい中で台北からご指導をいただきました。研究発表

から論文作成に至るまで困難も多々ありました。しかし、この困難を乗り越えて私たち一

人一人が成長できたと実感しております。そしてこの成長は谷本ゼミの全ての皆様のご協

力によるものだと深く感じております。 

 

 皆様からのご支援の元、こうして論文作成に取り組めたこと。そして日々の活動の取り

組めていることを７期生一同感謝いたします。今後も谷本ゼミの伝統を引き継げるように

精進して参ります。 

 

 最後に、谷本ゼミでのご縁を大切にし、寛逓会で末長くお付き合いできることを感謝す

るとともに、皆様のご健闘を心より願っております。 

 

 

2017 年 11月 10日 

第７期谷本ゼミナール幹事長 市川紀菜 

第７期生一同 

 

 

 


