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ボストン コンサルティング グループ（BCG）のCEOと
して世界中の企業リーダーと対話してきた私の経験では、
企業は社会的課題に取り組むことは自社にとって機会で
あると同時に責務だと考えていることが多い。

とはいえその他の取り組みが優先されることも往々に
してある。現代のCEOは、デジタル時代に合わせたトラ
ンスフォーメーションから、地政学的変動への適応、物
言う投資家への対応に至るまで、多方面で巨大なプレッ
シャーにさらされている。従業員や顧客が、経営に意義
と目的が感じられる企業に惹きつけられるのは明白で
はあるが、収益予想の未達や、競合への敗北に対して、
CEOに厳しいペナルティが待っていることも事実だ。

本レポートは、これらの相反する目標に向けて奮闘す
るCEOに待望の楽観論を提供している。BCGの研究は、
他の全ての条件が同じであれば、社会や環境の重要な
課題に取り組み、成果を出す企業は株式市場での評価
も利益率も高いことを明らかにした。もちろん、さらなる
研究は必要だ。しかし、企業が信念に基づき、堅固な戦

略を構築して社会にプラスの影響を与える取り組みを進
めることは、企業価値を毀損するどころか高めるもので
あると私たちの分析は示している。

私は、BCGを含むすべての企業には、自社の中核的な
ビジネスモデルを、社会に好ましい影響を与えつつ、卓越
した株主価値を創出できるよう調整する道を模索する責
任があると考えている。BCGは10年以上にわたってセー
ブ・ザ・チルドレンや国連世界食糧計画などのNPO団体
と協力し、組織の効率性向上やインパクトの拡大に取り
組んできた。この取り組みは継続していくが、企業が自
社の中核事業を通じて社会的なベネフィットを生み出す
ための支援を含め、私たちにできること、やるべきことは
他にも数多くあると考えている。こうしたアプローチが、
競争優位性や責任あるリーダーシップの重要な要素にな
ることを裏付けるデータはますます増えている。

ボストン コンサルティング グループ
プレジデント & CEO　リッチ・レッサー

はじめに
企業の社会貢献に対する妥協を打ち破る
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過去数十年にわたり、多くの企業はTSR（株主総利回
り）によって表される株主価値の最大化に向けて戦略の
舵をとってきた。根底にあるのは、企業が高い業績を上
げれば、社会で必要とされる商品やサービスが生み出さ
れ、世界経済の成長の原動力になるという考え方だ。こ
うした考え方によれば、社会の課題への組織的な取り組
みは、企業活動から生じた課題も含め、政府やNGOに
任せるのが最善ということになる。

しかし今、企業リーダーは社会におけるビジネスの役
割を再考しはじめている。この変化の背景にはいくつか
のトレンドがある。第1に、従業員、顧客、政府などのス
テークホルダーの間で、フィナンシャル・インクルージョン
（金融包摂、金融サービスなどを十分に受けられていな
い消費者層の経済的機会を確保すること）や気候変動
といった社会の重要課題の解決のために、企業がより大
きな役割を果たすべきだという声が上がっている。とりわ
け、国連のSustainable Development Goals（SDGs：
持続可能な開発目標）の実現は、産業界の関与なくし
ては不可能だと考えられている。第2に、投資家が企業
の社会的問題や環境問題に対する取り組みをますます
重視するようになってきている。背景には、そうした領
域でのパフォーマンスが長期的なリターンに影響するこ
とを実証する材料が集まってきたことがある。第3に、一
般に「ESG」と総称される環境（Environment）、社会
（Social）、統治（Governance）領域のさまざまな項目
を評価する基準が業界別に整備されつつある。ESG領
域での企業の活動に関するデータへのアクセスと信頼性
が向上したことで、透明性が向上し、投資家などの注目
を集めている。

こうしたトレンドの高まりを受け、企業は自社の戦略に、
私たちがトータル・ソサイエタル・インパクト（TSI）と呼

ぶ、社会的価値の向上という視点を取り入れる必要に迫
られている。TSIには、企業の製品やサービス、オペレー
ション、中核的な組織能力や活動が社会に及ぼすすべて
の影響が含まれる（コラム「トータル・ソサイエタル・イン
パクトとは何か」をご参照ください）。TSIを向上させるう
えで最も効果がある反面、大きなチャレンジでもあるア
プローチは、中核事業を活用した持続的な取り組みであ
る。うまく実行できればリスクを低減させ、新たな機会を
切り拓き、長期的にTSRを高める。最終的には、企業に
存続と成功をもたらすアプローチだ。

TSIのパワーを実証するデータは徐々に蓄積されてき
ている。これまでの研究の多くは、企業に対する全体的
なESG評価の水準と財務業績の関連を示すことに重点
を置いていた。しかしCEOからすると、こうした切り口の
研究からは、どこにエネルギーを投入すべきかが見えて
こないという問題があった。自社の業界で社会的ベネ
フィットと財務上のメリットの双方を同時に創出するた
めに、ESGのどの要素に注力するべきか。この問いに答
えるため、私たちは業界別に個別のESG項目と財務業績
との関連性を特定する、より詳細な分析を行った。対象
としたのは、消費財（日用消費財）、医薬品、石油・ガス、
銀行、テクノロジーの5つの業界である1。各業界について、
特定のESG項目（環境負荷への責任ある取り組み、機会
均等の促進など）の評価と、TSRの構成要素である企業
の株価のバリュエーション・マルチプルと利益率それぞ
れについて相関性を分析した2。主な結果を以下に示す。

社会的価値という視点を取り入れる

1. 本レポートでは、テクノロジー業界にはソフトウェア、情報、インターネッ
ト企業が含まれる。

2. テクノロジー業界では一部のESG項目に関するデータ不足により、定量
分析を実施できなかった。
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•  （ESG指標で表される）企業の非財務的な評価は、分
析した5つの業界すべてで、企業のバリュエーション・
マルチプルの予想に統計的に有意な差異をもたらして
いた。

•  各業界で、特定のESG項目で上位に位置する企業のバ
リュエーション・マルチプルは、他のすべての条件が同
じ場合、それらの項目で中位の同業他社と比べて3～
19％高かった。

•  特定のESG項目で上位に位置する企業の利益率は、他
のすべての条件が同じ場合、それらの項目で中位の同
業他社と比べて最大12.4%ポイント高かった。

ESG評価機関の評価データは、企業の社会的価値を
定量化するベースとして現在のところ最も有用である。し
かし、ESGの項目や基準はそもそも企業のTSIを測るた
めに設計されたものではない。特に、ESGでは、企業が
社会に与える最も大きな影響、つまりその主要な製品・
サービスが生み出す本質的な社会的価値を十分に測れ
ているとはいえない。企業の製品・サービスに関連する
ESGの評価は、企業がその製品・サービスを改善したり、
より多くの人に届けたりするための追加の取り組みに重
点を置いたものになりがちだ。銀行業務で言えば、ESG
データは銀行貸出の経済的利益を最大限に追跡するよ
う設計されておらず、銀行が金融サービスの未発達な市
場でどの程度融資を行っているかを追跡している。結果
として、分析によりわかることは、企業がつくりだす実際

あらゆる企業は、世界の経済や社会、環境に対して
プラスとマイナスいずれの影響も及ぼしている。こうし
た影響をすべて統合した概念を私たちはトータル・ソ
サイエタル・インパクト（TSI）と呼んでいる。TSIは評
価や査定基準の集合体であり、単一の尺度ではない。
企業はTSIを自社の戦略策定に役立てるべきである。

企業のTSIには、製品やサービス、オペレーション、
そしてCSR（企業の社会的責任）関連の取り組みなど
が社会に与える影響が含まれる。また、企業が社会的
ベネフィットを創出するために中核事業を軌道修正す
る明確な意思決定をすれば、その結果も反映される。
TSIを向上させる活動は、TSRにも重要な影響を及ぼ
すことが多いが、必ずそうなるというわけではない。

TSIに含まれる例としては、以下のような要素が挙げ
られる。

•  企業の製品やサービスが社会に与える本質的なベ
ネフィット。たとえば、生命を救う薬、農家が耕運機
を買うための銀行ローンなど

•  倫理的ビジネスルールの厳格な順守、多様な価値
観を受け入れるインクルーシブな雇用方針など、経
営の実践において企業が国や地域社会に与える直
接・間接の影響

•  企業が購入する原材料や、その企業のサプライ
チェーンに関連するサービスにより生じる仕事

•  環境への影響。事業のオペレーションが与える環境
負荷などのマイナスの影響と、汚染を削減するイノ
ベーションなどプラスの影響の双方

企業が社会に与える影響を測定するのは容易では
ない。それぞれの項目や産業によって必要なデータは
異なり、社外のデータが必要なことも多い。多くの企
業は自社の取り組みの「結果」は測定しているが、自
社が社会に与えるすべての「影響」の測定には困難を
感じている。たとえば、女性のフィナンシャル・インク
ルージョン推進を目指す企業が、新たに銀行口座を
開設した女性の数など、「結果」の指標を集めるのは
容易だが、一方で、男女間の収入格差がどれほど縮
小したか、というような「影響」を測定するのは非常
に難しい。

企業が将来、自社が社会に与える影響、社会的価
値を特定し、追跡する方向に進んでいくことは疑いの
余地がない。その際には、TSRのような単一の指標を
軸とするのではなく、自社の活動がどのように社会へ
のインパクトとつながっているのかを理解したうえで、
TSRを向上させる形でTSIを最大化することを軸に戦
略を調整するべきだろう。

トータル・ソサイエタル・インパクト（TSI）とは何か
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の製品・サービスより、企業がどう運営されているか、と
いう点に関係するものが多い。

それでも、特定のESG項目における活動と財務業績の
間に明確なリンクがあるということは、TSIとTSRの両方
を強化するチャンスがあるということを企業リーダーに
示している。今回分析したのべ65のESG項目の中で、財
務業績との負の相関が見られた項目は2つしかなかった。
これは、特に重要なESG項目に十分な投資を行うことが
財務業績に悪影響を及ぼさないことを示唆している。

もちろん、多くの企業はすでにさまざまな社会問題に
取り組み、事業上の利益を生み出すことを目指すプログ
ラムを策定している。たとえば温室効果ガス排出削減の
取り組みや、途上国における主要な疾病の撲滅を目指す

プログラム、人々に貧困から抜け出す機会を与える取り
組みなどである。しかし往々にして、それらが生み出す成
果は断片的で小規模なものだ。さらに、TSIとTSR両方
の向上を狙った、効果的で大規模な取り組みを行ってい
る企業でさえ、結果を測定して投資家や従業員、あるい
はより幅広い社会に伝えられてはいない。その結果、企
業のブランドや従業員、株価にもたらされるはずのメリッ
トを十分に享受できていないのだ。

私たちは、クライアントとのさまざまなプロジェクトや
インタビューをもとに、社会的価値向上への取り組みを
企業戦略や組織、ビジネスモデルに取り入れる際に重要
な成功要因を特定した。これに成功する企業は、株主価
値を創造できるだけでなく、世界を変えることができる
だろう。
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産業界が数十年にわたり社会的課題の解決に一定の役
割を果たしてきたことは疑う余地もない。たとえば、企業
は財団を長年にわたり運営する、大規模なCSR（社会的責
任）プログラムを立ち上げるなどの取り組みを行ってきた。

だが現在では、企業が副次的な活動として社会的課
題に取り組むだけでは十分とはいえない。企業は中核事
業とそのスケールメリットを活用して、社会的価値と事業
上の利益の両方を生み出す必要がある。それができれ
ば、より確かな成長軌道と、時に破壊的ですらある事業
リスクの低減、そしてより長く存続する可能性を手にでき
る（図表1）。

BCGは、こうした取り組みが企業でどう取り入れられ
ているのかについて5つの業界を対象に包括的な調査を
行った。定量分析と他研究機関による研究のレビューを

行うとともに、5つの業界内外の20社以上の企業の200
人以上にインタビューを実施した。さらに、企業のESG
領域での活動を投資家がどう評価し、投資意思決定に
取り入れているか、こうした視点が企業リーダーにもたら
す意味は何かを理解するために、年金基金、財団、ソブ
リンウェルスファンド、資産運用機関、プライベートエクイ
ティ・ファーム、ファイナンシャル・アドバイザー企業の多
数の投資専門家の話を聞いた。最後に、国際開発機関や
NGOからも、民間企業とのパートナーシップに関する見
解を得た。

TSIとTSRを両立するために

企業の重要な活動は、最終的にはその企業の社会的
価値と株主価値の双方に影響を及ぼす。企業の活動が、
社会的価値と株主価値のそれぞれにどの程度貢献して

TSIに焦点を合わせることの
事業上のメリット

企業の社会的責任(CSR)モデル  
自社が社会に与える影響と株主価値を

異なる枠組みでとらえる

トータル・ソサイエタル・インパクトの視点
自社が社会に与える影響を
戦略や価値創造に統合

企業の
長期的持続可能性

株主価値
トータル・ 
ソサイエタル・
インパクト

社会的責任

株主価値

企業の
長期的持続可能性

図表1 | 株主価値と社会への貢献は同時に追求できる

出所： BCG 分析
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いるかを、2×2のマトリクスで表す場合が多い。それら
の例にならって企業の事業活動、その他の活動が社会と
財務業績に与えるプラスとマイナスの影響を整理したマ
トリクスを作ってみた（図表2）。

企業の活動がTSIとTSRに与える影響の評価　理想を
言えば、企業のすべての活動は、TSRとTSIの双方を向
上させる、つまり図の右上の象限に位置しているのが望
ましい。しかし、個々の活動が実際にTSRやTSIを左右す
る度合いは大きく異なる。そのため象限内における各活
動の配置も大きく変わってくる。

たとえば、CSR関連の取り組みや寄付は社会に利益
をもたらす。TSRへの影響は、ブランド強化や従業員の
意欲の向上という形で表れるのが一般的だが、その程
度はさまざまであろう。TSRとTSIの両方にプラスに働き、
図の右上の象限に属している活動もある。しかし、うまく
いっていない（あるいは過剰な）ときにはTSRを引き下
げる要素として働くため、左上の象限の活動となってし
まう。たとえば、企業が社会貢献のための寄付をしても、
自社のブランディングや従業員の意欲の向上にはほとん
どプラスの影響がない場合などがこれに当たる。

もちろん、たとえ企業が厳格にTSRを追求していても、
何らかの社会的なベネフィットを生み出すことにはなる。
これは、ほとんどの業界のほとんどの企業の中核的製
品・サービスが、生命を救う薬、家事をサポートする家庭
用電化製品、金銭的な損失からドライバーを守る自動車
保険など、本質的に社会的価値を有するからだ。つまり、
基本的な事業活動もまた右上の象限に入るということだ。

真の問いは、企業が右上の象限のなかでもさらに右上
に位置する活動を、つまり製品やサービスの元々のベネ
フィットをはるかに上回る社会的ベネフィットと、より大
きな株主利益を生み出す事業機会をどのように特定する
か、ということである。このためには、社会や環境にかか
わる目標を実現するために中核事業をどう活用するべき
か、明確に特定する必要がある。やり方は業界によりさ
まざまだが、サプライチェーンの変更や、中核事業を推進
するための組織能力の横展開、既存の製品やサービス
の強化、新しい製品・サービスの開発などが考えられる。

中核事業を活用して社会的ベネフィットの拡大を図る
取り組みは、あるシンプルな理由からCSR活動より大き
な影響を与える可能性がある。それは、規模を大きく拡

社会的責任（CSR）に
関わる活動

 “良い” 製品の持つ
本質的価値

中核事業の
活用 により社会に
プラスの影響を及ぼす

リスクを拡大し、
事故や不祥事につながる
組織体制や事業運営

環境・社会に対する
責任の外部化

TSI

TSR

図表2 | 企業の活動のすべてがTSR、TSIの双方を動かすレバーとなる

出所：  Jane Nelson, "Leveraging the Development Impact of Business in the Fight Against Global Poverty," in Transforming the Development Landscape: The Role of the Private Sector, 
The Brookings Institution, 2006よりBCG作成
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大することが可能だということだ。また、景気が後退する
と、寄付などは最初に削られる可能性が高いが、TSIと
TSRを同時に向上させる戦略は、自社が目指す事業面で
の利益にもつながるため、持続可能性も高い。 

もちろん、TSR、TSI、あるいはその双方を低下させる
ことで、右上以外の3つの象限に分類される活動もある。
たとえば、株主への確実な利益還元に焦点を合わせてき
た企業は、時には環境問題への対策や、安全を守る施策
に対して十分に投資ができないこともあっただろう。しか
し、社会からの期待値や規制、投資家の社会的・環境的
課題への関心は高まっており、これまでは容認されてい
たようなことが、今後は批判の的となる可能性がある。

結果として、短期的にTSRを引き上げることはできる
ものの社会にマイナスの影響を与える活動は、最終的に
はTSRを引き下げる要素として働く。これらの活動は右
下の象限から左下の象限に移動し、しばしば長期にわた
りブランドを傷つけ、会社の生存を脅かすことさえある。

企業の経営陣がTSRを重視する、また今後も重視し
続ける度合いは地域によって異なる。日本企業の経営で
は「三方良し」（売り手良し、買い手良し、世間良し）の考
えが歴史的に重視されてきたが、ヨーロッパでは、株主
の利益に加えて、従業員、地域社会、環境に対する利益
がすべて考慮された「ステークホルダーモデル」が長く
支持されてきた。このカルチャーは、同族企業が支配す
る産業構造に根差しており、大企業への規制環境は、米
国に比べ利害関係者間のバランスを維持することに軸足
を置いている。アジアの多くの国では国有企業や同族経
営の上場企業が多いため、企業は単にTSRを最大化す
ることだけではなく、たとえば、国の産業政策を支援す
ることなどを含めた幅広い目標を持つのが一般的だ。

TSIへの注目が高まる背景にあるトレンド　あらゆる企
業にとってTSRとTSIの両方を視野に入れることが重要
となっている背景には、いくつかのトレンドがある。

第1に、企業は、世界規模の医療・保健関連の課題や
気候変動、ジェンダー間の不平等といった社会的・環境
的課題の解決に向けてより積極的な役割を果たすべき
だという多様なステークホルダーからのプレッシャーの
高まりにさらされている。従業員、とりわけミレニアル世
代は、自社の存在意義（パーパス）をより強く意識し、社
会的取り組みにおいて積極的な役割を果たすことを企

業に望んでいる。また、顧客は企業が社会や環境に与え
る影響についての情報にますます敏感になっており、そ
うした情報が購入時の意思決定の重要な要素となって
いる。一方、政府の中には、企業が経済・社会問題の解
決により深く関わることを期待して、そうした取り組みで
の企業との協力を模索しているところもある。民間部門
による関与の強化が必要なのは明らかで、SDGsの実現
に必要な投資と、現状の公的投資との間には、年間で推
定2.5兆ドルのギャップがある。そのギャップを埋める重
要な役割を果たせると期待されているのが産業界だ 3。

第2に、投資家の間で企業の社会的課題や環境問題
に対する取り組みへの注目が高まっている。10年ほど前
には、社会的責任投資（SRI）は主に2つの手法で行われ
ていた。1つはネガティブスクリーニング、つまり公開市場
を対象とする投資家が、社会にマイナスの影響を及ぼす
と見なす企業の株式を回避するものだ。もう1つはインパ
クト投資で、これは社会・環境面での取り組みを明確に
支援する目的で、民間の企業・組織への比較的小規模
な投資を行うものだ。しかし、いずれの手法も投資市場
全体に占める割合はあまり大きくなかった。 

それが現在では、社会・環境的要因を重視する投資
は主流となり、投資家は多種多様なSRI戦略を展開して
いる。たとえば、クリーンエネルギーや教育、ヘルスケア
などのテーマ別投資や、重要なESG評価指標を投資モ
デルや意思決定プロセスに組織的に組み込んだ投資手
法「ESG統合」などがその例である。

この変化は世界規模で数字に表れている。2016年には、
世界のSRI資産は2014年からの2年間で18兆ドルから23
兆ドル近くまで増加し、運用資産総額の4分の1以上を占
めるようになった。しかし、SRI投資が全体に占める割合
は地域によって大きく異なる。ヨーロッパ、オーストラリア、
ニュージーランドでは、2016年の運用資産総額の約半分
がSRI投資に振り向けられていた。カナダでは、この割合
が40％近い。米国は20％強だったが、2014年から2016年
までに年平均成長率15%で拡大している。アジアでの割
合はゼロに近く、SRI投資はまだ軌道に乗っていない4。

3. “United Nations Conference on Trade and Development, 
World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action 
Plan”（2014年）。

4. “Global Sustainable Investment Alliance”, Global Sustainable 
Investment Review（2016年、2017年）。
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投資期間が長い投資家は特にそうだが、ファンドや
運用機関が環境的・社会的要因に大きな関心を示す理
由はシンプルだ。ESG領域における企業の活動が、長
期的な株主利益に影響を及ぼすことを示す証拠が次々
と明らかになっているからである。

TSIへの注目を高める第3のトレンドは、ESG領域で
の企業の活動に関する詳細なデータが、以前に比べて
入手しやすくなり、信頼性も高まっていることだ。このト
レンドの背後にあるのは、さまざまな基準設定機関と
ESG評価機関の存在である。もちろんデータにはまだ
問題がある。まず、特定の業界にとって重要なESG項目
や、そうした項目での活動を測定する適切な手法につ
いては、まだコンセンサスが醸成されていない。さらに
データの品質や完全性にも改善の余地がある。しかし
現在では、ほとんどの情報が入手可能であり、その信頼
性は急速に高まっている。結果として企業は、社会的課
題や環境問題への取り組みについて、ますます厳しく
精査されるようになっている。

しかし、企業や投資家の多くが社会的価値と事業上
のベネフィットの間に密接な関連性があると考えていた
としても、いくつかの現実から、CEOはそうした長期的
視点に立てない場合がある。たとえば、四半期ごとに
利益を達成する必要に迫られていることに加えて、長
期的な価値創造を犠牲にして短期的な株主利益を上げ
るようにプレッシャーをかけるアクティビスト投資家が
勢いを増していることが挙げられる。また、こうした課
題についての企業と投資家との間のコミュニケーション
のしかたなど、企業のESGでの取り組みが投資家コミュ
ニティから十分な評価を受けることを妨げる障壁も存在
している（コラム「投資家との分断を埋める」をご参照
ください）。

TSIという視点: 事業におけるベネフィット

こうした変化を認識し、自社のTSIをどう高めていく
のかを積極的に検討している企業は、事業面でも果実
を得ることができる。まず、TSIという視点で自社の活
動を見直すことで、企業は最終的にはTSRを毀損する
ことになる活動、つまり長期的に企業のパフォーマンス
を低下させ、生き残りさえ難しくしてしまうような活動
を特定できる。

次に、TSIという視点は、社内外を問わずまったく新
しい機会を見出す助けとなる。特に以下の分野ではそ
れが顕著だ。

•  新たな市場の開拓。 社会的価値向上をめざして戦
略を構築しようとする企業は、新たな地域や市場、既
存市場のなかでも自社が製品・サービスを提供でき
ていなかったセグメントに目を向けるようになる。他
の民間企業や開発機関などと組めば自社にとってな
じみのなかった市場にくさびを打ち込むことも容易に
なるだろう。新たな市場はすぐに収益を生むわけでは
ないかもしれないが、こうした市場に参入することは、
長期的で収益性の高い成長機会につながる先制的な、
あるいは戦略的な動きとなる。

•  革新を促す。 TSIを念頭に置いて自社の製品やサー
ビスを眺めると、製品の魅力を高めつつ社会的利益
をもたらすような、これまで気づかなかった特徴や属
性を見出せることも多い。さらに、まったく新しい低
コストの製品、サービス、およびビジネスモデルを開
発することで、新しい地域やセグメントにおける市場
機会が開かれる可能性もある。適切な製品・サービ
スが提供されていないコミュニティにおける新しいビ
ジネスモデルや特定の環境問題に対応可能な製品な
ど、これらの革新は、しばしば既存市場における成功
にもつながる。

•  サプライチェーンにおけるコストとリスクの低減。 
長い間、経済活動から締め出されていた個人や企業
を受け入れる、よりインクルーシブなサプライチェー
ンを構築することで、少数のサプライヤーや流通業
者に依存せず、最終消費者により近いところで原材
料を調達できるようになる。これにより、サプライ
チェーンはより弾力的で、コスト効率の高いネット
ワークとなる。

•  ブランドの強化とプレミアム価格の実現。 責任ある
調達を行っている、天然成分を使用しているなど、環
境や社会に貢献する製品で知られる企業は、顧客の
ロイヤルティと信頼を得ることができる。これは、特
定の市場セグメントでの販売増やプレミアム価格の
実現につながり、特に消費財企業にとって大きなメ
リットとなる。
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•  優秀な人材を惹きつけ、保持する。 社会貢献におけ
る実績は、従業員にエネルギーを与え、優秀な人材を
惹きつけ、意欲を引き出し、保持する一連の取り組み
においても優位性となる。

•  経済社会の不可欠な要素となる。 国の経済的、社会
的開発目標を支援していることが明確な企業は、政府、
規制当局、その他の影響力のある当事者との関係を強
化できる。

こうした機会をとらえ、同時にTSRを毀損する可能性
のある活動をやめる決断ができる企業は、長期的に成
長し、優れた企業であり続けられるだろう。そうした持
続的な成功の実現は、ますます難しくなっている。BCG

の研究によると、企業の平均寿命は急速に短くなって
いる。上場企業の3社に1社が、破産や清算、M&Aや
その他の理由によって5年以内に上場廃止となる可能
性がある。この確率は、40年前の6倍である（詳細は
BCG Perspective“Die Another Day: What Leaders 
Can Do About the Shrinking Life Expectancy of 
Corporations”（2015年12月）をご参照ください）。

社会的価値向上をめざす取り組みについて現代の企
業トップが抱いている大きな疑問は、どの取り組みが具
体的に事業上のベネフィットをもたらすのか、そしてそう
した活動により財務業績を向上させられるのかという 
2点である。私たちは、その両方に答えることをめざして
いる。

https://www.bcg.com/publications/2015/strategy-die-another-day-what-leaders-can-do-about-the-shrinking-life-expectancy-of-corporations.aspx
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上場企業による社会・環境面での取り組みが資本
市場で十分に評価されていないのは、それを阻む2つ
の大きな障壁があるためだ。

第1の障壁は、企業と投資家とのコミュニケーション
の問題だ。企業の財務担当者と資産運用機関、年金基
金や投資ファンドなど投資家との対話において、ESG
の視点は財務情報と適切に関連づけられていない。

CFOが重視するのは、会計基準に基づいて明確に
定義された指標によって表される財務業績だ。そのた
め、CFOがESGに関連する取り組みや、それが財務
業績に及ぼす影響について詳細な情報発信を行うこ
とはない。その結果、資産運用機関や投資家のポート
フォリオ・マネジャーとの対話においても、ESGを大き
く取り上げることはなく、話題は財務上の業績や計画
に終始しがちだ。

対するポートフォリオ・マネジャーは多くの場合、
ESGに関する知識を持たない。一方で、ESGを重視す
る投資家グループは、ESGがらみの重要な課題につ
いて企業と直接やりとりをするものの、通常そうしたコ
ミュニケーションが定期的かつ計画的に行われること
はない。

第2の障壁は、一般に、資産運用機関が投資家に運
用を委託され、評価を受ける期間が比較的短期である
ことによる5。ESGへの取り組みによるベネフィットの
創出には時間を要することが多いため、ESGの要素を
織り込もうというインセンティブが生まれにくいのだ。

これらの2つの障壁は、悪循環を引き起こす可能性
がある。企業サイドでは、CFOやIR部門のリーダーの
多くが、ESGの要素について投資家から質問されるこ
とはあまりないため、詳細な情報やメッセージを積極
的に作成するモチベーションがないと述べている。一
方、ESGを重視する投資家は、社会・環境面での取り
組みや、その財務業績への貢献に関する詳細や、成果
を測る指標についての情報発信が不足しているとして
不満を抱きがちだ。

どちらの障壁も乗り越えることは可能である。第1の
障壁に関しては、ESGの視点を企業の財務機能と投
資家のポートフォリオマネジメントの両方に組み込む必
要がある。とはいえ、投資家とのコミュニケーションの
アジェンダを設定するのは企業なので、投資家との対
話の中にESGの話題を盛り込む責任は企業側にある。
第2の障壁は、投資家の側で解決する必要がある。運
用期間の成績は、より長期間にわたって評価する必要
がある。

一方、未公開株市場では、こうした障壁は大きな問
題になっていない。一般的に、プライベートエクイティ・
ファームは5年以上という長期にわたって投資を継続
する。また、投資先企業の取締役会に出席し、企業の
戦略やESG関連の活動報告に大きな影響力を及ぼす
ことも珍しくない。

したがって、プライベートエクイティ・ファームの多く
が、環境的・社会的要因を投資戦略のライフサイクル
に取り入れ、ESGをデューデリジェンスの1つの要素と
し、ポートフォリオ内の企業にESG目標を設定してい
ることは、驚くにはあたらない。これは、ゼネラルパー
トナーもリミテッドパートナーも、ESGを重視すること
で、最終的にエグジット時の売却価格を高められると
考えているからである。同時に、そうすることでプライ
ベートエクイティ・ファームは、開発金融機関や財団な
ど、社会問題に関心の高いリミテッドパートナーを惹き
つけることができる。

結局のところ、株式を公開しているか否かにかかわ
らず、企業の目標は、ESGへの取り組みの価値を十
分に享受することである。だが、企業がIR情報の中に
ESGへの取り組みに関する情報を効果的に組み入れ
ない限り、それは実現不可能である。

投資家との分断を埋める

5. R. Eccles and M. Kastrapeli,“The Investing Enlightenment: 
How Principle and Pragmatism Can Create Sustainable Value 
Through ESG”, State Street（2017年）。
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これまでの研究は、社会・環境領域における企業の
活動と財務上のリターンとの間に関連性があることを示
している。たとえば、2011年に発表されたある研究では、
優れた環境・社会指針を整備している企業は、そうした
指針がない企業に比べて、株式市場でのリターンが高
いだけでなく、総資産利益率（ROA）と自己資本利益率
（ROE）も高いことが明らかになった6。また、2015年に
発表された研究では、重要なESG項目で高い評価を得
ている企業の株式のリターンの平均は、評価の低い企業
のリターンよりも大幅に高いことが明らかになった7。最
近の200本を超える論文のメタ分析によると、そうした論
文の80%が、ESG項目での高い評価と株価の良好なパ
フォーマンスには関連があると結論づけていた8。

こうした研究は社会貢献の価値を裏付けるものではあ
るが、企業による社会貢献がどう株価のパフォーマンス
につながっているのかを具体的に示すものではない。そ
こで私たちは、企業が集中的に取り組むべきESG項目を
示すために、4つの業界における特定のESG項目と財務
上のベネフィットの関係を定量化した9。

BCGの分析手法

企業の活動が経済、社会、環境面で社会に与える影
響を包括的に測定する方法は確立されていない。しかし、
企業がESGの各項目でどう評価されているかを測定する
ことは可能だ。

私たちはまず、対象とした各業界で最も重要なESG項
目を特定した。これらの項目は、いずれも企業の中核的
なビジネスモデルとオペレーションに関連するもので、プ
ラスの社会的影響（銀行におけるフィナンシャル・インク
ルージョンの拡大など）の創出と、マイナスの社会的影響

の最小化（石油・ガスにおける廃棄物の削減など）の両
方に関係している。

ESG項目の特定にあたっては、BCGの各業界における
パートナー企業、クライアント企業、および業界の専門
家から広範な意見を集めた。また、米国サステナビリティ
会計基準審議会（SASB）など、多くの組織からの情報
を利用した。SASBは、財務業績に影響を及ぼすため投
資家が関心を持ちそうな項目を、「重要」非財務項目と
して特定している。私たちが最終的に作成した業界別の
重要ESG項目リストには、SASBが重要とみなす項目に
加えて、BCGの視点から、業界での現時点での財務上の
重要性にかかわらず、社会にとって重要と考える項目も
含めた。

適切な項目を特定した後で、利用可能なデータで測
定できる項目を決定した。これらの項目における企業活
動の測定に利用可能なソースは多数存在している。こ
の研究では、大手ESG評価機関であるMSCIとOekom 
Researchのデータを使用した。次に、業界ごとに、合計
の時価総額が業界全体の80％以上を占め、少なくとも

TSIとTSRの相関性の評価

6. R. Eccles, I. Ioannou, and G. Serafeim,“The Impact of Corpo-
rate Sustainability on Organizational Processes and Perfor-
mance”, Harvard Business School Working Paper（2011年）。

7. M. Khan, G. Serafeim, and A. Yoon,“Corporate Sustainability: 
First Evidence on Materiality”, Harvard Business School Work-
ing Paper（2015年）。

8. G. Clark, A. Feiner, and M. Viehs,“From the Stockholder to the 
Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperfor-
mance”（2015年）。

9. Goldman Sachs,“The PM’s Guide to the ESG Revolution”
（2017年）およびBank of America,“Why Companies That Do 
Good May Be the Best Performers”。
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過去3年分の公開情報が存在する複数の大手企業を分
析対象として選択した。こうした基準で、最終的に各業
界で39社、141社分の企業データを収集した。

そのうえで、非財務情報であるESG項目の評価と株価
や財務業績に関わる2つの重要な変数、すなわち企業の
株価のバリュエーション・マルチプルと利益率（EBITDA
マージンと粗利益率）との関係性を業界別に分析した10。 
ただし銀行に関しては、業界におけるより適切な利益指
標として純利益率を使用した。バリュエーション・マル
チプルは、長期的な見通しとリスクに関する投資家の評
価を反映し、利益率は現在の付加価値を表す。どちら
も、TSRによって表される企業の価値創造への寄与度の
高い要素である。ESG項目の評価とバリュエーション・ 
マルチプルの分析には2013年から2015年のデータを 
使用し、利益率の分析では2014年と2015年のデータを
使用した。

バリュエーション分析では、公開企業のバリュエー
ションの定量的予測のために設計されたBCG独自の
手法「スマートマルチプル」をベースとした（詳しくは、
BCG レポート“The 2013 Value Creators Report: 
Unlocking New Sources of Value Creation”（2013
年9月）をご参照ください）。「スマートマルチプル」は、利
益率、成長率、債務比率、企業規模などの従来の財務
業績指標を組み込んだ多変量回帰モデルを利用する手
法である。「スマートマルチプル」モデルに非財務指標を
追加することで、財務業績とは別に、ESG項目の評価に
よる追加の影響を特定できる。また、利益率の分析では、
ESG項目の評価による追加の影響を特定するために、同
様のアプローチを使用し、さまざまな要因（たとえば研
究開発費など）の調整を行った。

ただし、一部のデータ取得には限界もある。テクノロ
ジー企業が取り組んでいる領域（自社製品を活用した社
会・経済的インクルージョンの向上など）の多くでは、業
界内の新たなビジネスモデルの多様性を適切に表せる
詳細な指標がまだ整備されていない。そのため、定量分
析にテクノロジー業界を含めることはできなかった。し
かし、その他の4つの業界、つまり消費財（日用消費財）、
医薬品、石油・ガス、銀行については、関連性が想定さ
れたESG項目の3分の2に関してESGデータを入手し、分
析することができた（詳細な方法論については巻末補足
資料をご参照ください）。

ESG評価データとパフォーマンスの相関性

定量分析により、特定のESG項目における評価は、バ
リュエーション・マルチプルと利益率の双方と明確な相
関性を持つことが明らかになった。分析したすべての業
界で、のべ65項目のうち統計上有意な正の相関が見出さ
れたのは、バリュエーション・マルチプルで16項目、利益
率では17項目だった11。

注意しなくてはならないのは、この分析が「因果関
係」を証明するものではないことである。実際、利益率
が高いためにESGの活動に十分に投資ができ、結果
的にESG評価が高くなるケースもあるだろう。それでも、
ESG項目における評価が高パフォーマンスに貢献してい
るとみられるケースは多い。最終的には、この2つの要
素─ESG項目における高い評価と財務面・株価のパ
フォーマンス─は、相互に高めあう関係である可能性
がある。

バリュエーションと利益率に関する分析は、ESG関連
の課題に積極的に取り組む企業を後押しする結果を示
している。企業が積極的にTSRとTSIの両方を追求する
傾向が強まり、信頼できるデータが入手しやすくなれば、
ESGと財務・株価面のパフォーマンスにプラスの相関が
あることを示す証拠が今後も集まることが期待される。

TSIとバリュエーション・マルチプルの相関性　この分
析により、重要なESG項目での評価が高い企業はバリュ
エーション・マルチプルが高いことが明らかになった12。

この結果は重要な洞察につながる。利益構造、成長
率、財務リスクなど、財務面の基本的な要素がバリュ
エーションを高める主なドライバーであることは以前か
ら知られているが、私たちの分析は、非財務情報であ
るESG項目の評価もバリュエーションに直接的に影響
する重要な追加情報となっていることを示しているのだ。

10. EBITDAマージンは売上高に対する利払い・税引き・償却前利益の
比率を、粗利益率は売上高に対する粗利益の比率を表す。

11. 私たちは、4つの業界のすべてにあてはまる10のESG項目と、銀行5
項目、消費財6項目、医薬品6項目、石油・ガス8項目の業界別項目につ
いて分析した。

12. 中位企業のバリュエーション・マルチプルが10倍で、上位企業と中
位企業の差が20%の場合、上位企業のマルチプルは12倍となる。

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2013/value-creation-strategy-unlocking-new-sources-value-creation.aspx
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ESGを組み込むことで、バリュエーションモデルはより正
確なものになった。たとえば、石油・ガス業界では、ESG
要因をモデルに追加することで、バリュエーションの9%
を非財務情報により、74%を財務情報によって説明でき
るようになり、予想精度が向上した（図表3）。

このことは企業経営層にとってどのような意味を持つ
のだろうか。経営層は、自社の業界でバリュエーションと
プラスの相関関係にあるのはどのESG項目かを知ってお
かなければならないということだ（図表4）。

私たちはこれらの項目を調べる中で、1つのパターンに
気が付いた。ほとんどすべての項目が、特定の業界と特に
関連のあるリスクなどのマイナスの影響に関係しているの
である。たとえば、環境負荷への責任ある取り組みや、堅
実な職業安全プログラムの維持などがその例として挙げ
られる。これらをダウンサイド項目と呼ぶことにする。残
りの項目はアップサイドの事業機会で、これは収益を生
み出しうる選択的な活動である。これらはほぼすべて、バ
リュエーションとのプラスの相関関係を示さなかった。

私たちは、すべてのダウンサイド項目を合計し、全体と
してバリュエーション・マルチプルとどのような関連を持

つかを分析した13。この分析によって、ESG評価とバリュ
エーション・マルチプルの間に正の直線的な相関関係が
あることが明らかになった。この関係性に意味を持たせ
るために、該当するESG項目で評価が上位の企業と、中
位レベルにある同業他社のバリュエーション・マルチプ
ルの差を調べた。上位企業と定義したのは、第Ⅰ五分位
（クインタイル）の中央に位置する企業である（上位10%、
90パーセンタイル）。

対象とした4つの業界のすべてで、ダウンサイド項目の
評価が全体として上位にある企業のバリュエーション・
マルチプルは、中位企業を上回っていた。バリュエーショ
ン・マルチプルの差を業界別に見ると、消費財で11%、医
薬品では12%、石油・ガスでは19%、銀行では3%だった。

では、ダウンサイド項目で相関関係が見られ、アップサ
イドの事業機会では見られないのはなぜだろうか。ダウ
ンサイド項目はよく知られていて、当然、測定のための指
標も比較的整備されている。対照的に、アップサイドの
事業機会は比較的新しい概念であり、適切な指標を集

13. この中には、個別の相関関係が見られなかったダウンサイド項目が
含まれる。

調整済決定係数
 （R2）= 0.83

実際のバリュエーションマルチプル

マルチプル予測値

調整済決定係数 （R2）= 0.83
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74
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0

説明力（%）

財務指標
非財務指標（ESG）説明不能 

石油・ガス企業のバリュエーションに対する
財務／非財務指標のインパクト

石油・ガス業界を対象とした
スマートマルチプル分析

図表3 | 非財務項目（ESG）を組み込んだことでバリュエーションモデルの精度が向上

出所： S&P Capital IQ、Oekom Research、MSCI、BCG ValueScience® Center
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めるのが困難で、データの質も低い可能性がある。たと
えば銀行がフィナンシャル・インクルージョンを向上させ
ようとする場合、その追跡に最も役立つ指標はどのよう
なものだろうか。アップサイドの事業機会は測定が困難
なため、投資家が適切にバリュエーションに織り込めて
いない可能性がある。

TSIと利益率の相関性　分析により、消費財、医薬品、
石油・ガス、銀行の各業界において、利益率とアップサイ
ドの事業機会、および利益率とダウンサイドESG項目に
は、双方プラスの相関関係があることが明らかになった。
利益率については、ESG項目での評価が上位の企業と中
位企業のマージンの差を調べた。たとえば、石油・ガス
業界では、健康と安全性に関する項目で中位レベルの
企業のEBITDAマージンが30%だったのに対し、同項目
での上位企業のEBITDAマージンは、他の条件がすべて
同じ場合、33.4%だった（図表5）。

消費財、医薬品、石油・ガス業界については、ほとんど
の場合、EBITDAマージンと粗利益率の双方でプラスの
関連が見られた。後述する業界別の分析のために、ここ
では最も強い相関関係が見られた項目を取り上げる。

ダウンサイド項目での高い評価が高い利益率につな
がる理由はわかりやすい。多くのダウンサイド項目は、水
やエネルギー使用量の削減や、事業に深刻な損害をもた
らすインシデントの発生可能性の最小化など、コスト削
減につながる企業慣行と関連している。

多くのアップサイドの事業機会項目における評価は
（バリュエーション分析の結果が示しているように）ま
だ投資家によって十分評価されていないかもしれないが、
競合優位性を持続的に生み出すのに役立つために、企
業の業績に直接的に影響する可能性がある。たとえば、
企業がよりインクルーシブなサプライチェーンを構築する
ことは、社会意識の高い幅広い層の顧客を惹きつけるの
に役立つだろう。

石油・ガス 銀行医薬品消費財（日用消費財）

• 食品安全管理プログラム
の導入

• 節水

• 環境負荷への責任ある
取り組み

• 汚職の回避と防止

• 調達・購買活動において
社会的要因を考慮

• 動物虐待の防止

• 職場の安全の推進

• ロビー活動における
透明性の向上

• 機会均等の保護と推進

• 人間を対象とした
臨床試験の倫理的な実施

• 汚職の回避と防止

• 生物多様性、水質、生態系
への影響を低減

• 従業員の安全と健康を
守るプロセスの構築・維持

• 企業・個人の情報の安全を
守る

• 環境負荷への責任ある
取り組み

• 信用リスク分析における
環境要因の考慮

図表4 | 高バリュエーションと相関するESG項目

注： ESG=Envioronmental,Social,Governance 
出所： Oekom Research、MSCI、SASB、BCG 分析
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石油・ガス 銀行医薬品消費財（日用消費財）

• 節水
EBITDA 3.1PP
粗利益率 5.5PP

• 人間を対象とした
臨床試験の倫理的な実施

EBITDA 6.1PP
粗利益率 6.3PP

• より多くの人への
医薬品の提供

EBITDA 8.2PP
粗利益率 6.7PP

• 継続的な社員研修の
支援

EBITDA 8.2PP
粗利益率 6.3PP

• 職場の安全の推進
EBITDA 4.6PP
粗利益率 4.8PP

• 環境負荷への責任ある
取り組み

EBITDA 1.3PP
粗利益率 3.3PP

• 製品および包装による
影響の最小化

EBITDA 4.1PP
粗利益率 12.4PP

• 生物多様性、水質、生態系
への影響を低減

EBITDA 3.0PP

• ロビー活動における
透明性の向上

EBITDA 5.1PP

• 従業員の安全と健康を守る
プロセスの構築・維持

EBITDA 3.4PP

• 汚職の回避と防止

純利益率 2.3PP

• 公正な債権回収

純利益率 0.5PP

• 公正な営業活動

純利益率 0.4PP

• 調達・購買活動において
環境要因を考慮

純利益率3.4PP

• フィナンシャル・
インクルージョン推進

純利益率 0.5PP

• 調達・購買活動において
社会的要因を考慮

粗利益率 4.8PP

• 職場の安全推進

粗利益率 3.3PP

図表5 | 利益率と相関するESG項目

注： ESG=Envioronmental、Social、Governance。利益率のプレミアムは、他のすべての条件が同じだったときの、それぞれの項目における上位企業（90パーセンタイル）と中位企業（50パーセ
ンタイル）の期待値の差分。

出所： Oekom Research、MSCI、SASB、BCG 分析
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社会的価値向上に関する業界別の考察

定量分析の結果は、ESGに取り組むことのインパクト
を明らかにしている。では、ESGのどの領域が財務業績
と関連しており、そうした領域で各企業はどのような活
動をしているのだろうか。ここでは、これらの問いについ
て、分析した業界ごとに考察する。本レポートの目的に
鑑み、私たちは定量分析において関連性が見られた項目
に関わりのある企業活動について検討した（ただし一部、
関連性が見られなかった項目も含む）。 

ESG項目の多くは業界に限らず共通である。たとえば、
ダイバーシティの推進や、企業活動がもたらす環境への
影響の低減といった取り組みは、調査した全業界の大
半の企業に関連している。また、「人道的危機に取り組
む努力」など複数の業界にあてはまるものの明確さに欠
く領域も存在する（コラム「企業による緊急支援」をご
参照ください）。しかし、さらに多いケースは、企業がそ
の業界独自の領域で、社会的・経済的な影響を創出す
る取り組みである。

消費財： サプライヤーと顧客を助ける

消費財企業が社会にプラスの影響を与える機会は、
原材料の調達から製造、販売する製品の種類に至るま
で、オペレーションのすべての要素にある。消費財業界
に関する定量分析から、特定のESG項目には、バリュ
エーションと利益率の双方と以下の関連性があることが
明らかになった。

•  バリュエーション　ダウンサイドESG項目全体におけ
る上位企業のバリュエーション・マルチプルは中位企
業より11%高かった。その要因は「食品安全管理プロ
グラムの導入」「節水」「環境負荷への責任ある取り
組み」の3項目だった。

•  利益率　他のすべての条件が同じ場合、「調達・購買
活動において社会的要因を考慮」という項目での上位
企業の粗利益率は、中位企業と比較して4.8%ポイン
ト高かった。また、「職場の安全推進」の項目での上
位企業の粗利益率は3.3%ポイント高かった。また、他
のすべての条件が同じ場合、「環境負荷への責任あ
る取り組み」「生物多様性および生態系への悪影響
の制限」「製品および包装による影響の最小化」「節
水」という環境関連の4つの領域での上位企業の利益
率も高かった。

消費財企業にとっての環境問題の重要性は、バリュ
エーションと利益率、双方の分析から明白である。それ
はなぜか。バリュエーションに関しては、消費者が環境
面で評価の高い企業に惹きつけられることを投資家が
認識している可能性が高い。利益率に関しては、以下の
2つの要因との関係が推測される。

第1に、環境面で評価の高い企業が、プレミアム価格
で製品を販売できている例がある。第2に、包装ごみや
水使用量の減量に取り組む企業は通常、その過程でコス
トを削減している。

たとえば、グローバル消費財大手のユニリーバは、包
装ごみ対策を、重要な課題であると同時に機会でもあ
るととらえている。世界経済フォーラムのダボス会議で、 
2050年までに世界の海洋中のプラスチックごみの量が
魚の量を上回る（重量ベース）という試算が示された。 
ユニリーバは、年間200万トン以上の包装材を購入して
いることから、この問題の解決に取り組む必要性を認識
している。
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そこでユニリーバは2010年に、同社製品から出る廃
棄物を半減し、主要市場でのリサイクル率を高めること
を宣言した。さらに、同社は2025年までにすべてのプラ
スチック容器を再利用可能、リサイクル可能、または堆

肥化可能なプラスチックに切り替え、2025年までに使用
するプラスチックの少なくとも25%を再生プラスチックに
切り替えるという目標を発表した。ユニリーバは、この
取り組みが環境への配慮という点で正しいだけでなく、

自然災害か、多くの難民の発生か、エボラ出血熱の
発生のような重大な健康への脅威であるかにかかわ
らず、人道的危機への対処は受動的な取り組みであっ
てはならない。準備、対応、回復に重点を置いた包括
的なアプローチが必要とされる。これまで、そのような
取り組みの指揮を執ってきたのは政府や国連（人道
問題調整事務所（OCHA）を通じて）、世界食糧計画
（WFP）や、セーブ・ザ・チルドレンなどのNGOだった。
物流業などの一部の企業は、災害への備えと対応に深
く関わってきたが、大半の民間企業の役割は、政府や
NGOの取り組みに資金を提供することに限られてきた。

この状況は変化しつつある。企業が世界中の最も差
し迫った人道的危機に関与するために、自社の知識や
スキル、そして資産を提供する例が増えてきているのだ。

たとえば民泊仲介の米エアビーアンドビーは、2017
年初頭に、今後5年間で難民、災害被災者、救援隊員、
その他の避難民など10万人の人々に向けて、一時避難
先となる住宅探しを支援すると発表した。同社はすで
に50以上の世界の自然災害に際して数千人単位の人々
に住宅を提供している。こうした取り組みは、目に見
える社会的価値をもたらしただけでなく、ビジネスの
拡大にもつながっている。災害時の助けを提供するホ
ストの約半数は、この取り組み以前には登録がなかっ
たユーザーだ。また、同社に対する政府首脳の評価も
高まった。たとえばフロリダ州では、2017年9月のハリ
ケーン・イルマの襲来に先立って、スコット州知事が避
難者に、エアビーアンドビーの災害支援ツールを通じ
て同社が無償提供する無料宿泊施設を見つけるよう
呼びかけた。

一方DHLは、災害対応チームを結成した。自然災害
発生後に大量の救援物資が突然届くと、物資を必要と
する人々に届けることが困難になる場合がある。DHL
はプロボノ活動（無償の公益活動）の一環として、同社

の物流ノウハウを提供し、この問題の解決に役立てて
いる。2016年に大型サイクロンがフィジーを直撃した
後、DHLはワル湾およびナウソリ空港に届いたすべて
の救援物資の物流管理を引き受け、フィジーの国家災
害管理局（NDMO）とNGOに、利用可能な支援物資
の正確な数と場所の情報を提供した。

多くの場合、被災地域の民間企業は、現地での事
業展開を活かして独自の災害対応を行うことができる。
たとえばヨーロッパの鉄鋼メーカーのアルセロール・ミ
タルは長年にわたり、同社の世界各地のオペレーショ
ンと従業員に対する潜在リスクの追跡・監視に投資し
てきた。2014年にピークを迎えたエボラ出血熱の流
行期間中、同社は現地の災害対策本部に積極的に協
力を申し出た。地域社会の啓蒙とスクリーニングに重
点を置いたエボラ出血熱対策を実施し、自社の機械と
ノウハウを活用して治療センターを建設した。また、同
社の幹部は、国内企業を組織化した「エボラ民間部門
動員グループ（EPSMG）」の結成に尽力し、最終的に
80社以上から協力を得た。このグループ内で情報を共
有したほか、公的セクターとの窓口にもなった。エボラ
出血熱が流行した国々で長期的に活動したことで、グ
ループは危機的状況下での政策立案に強い発言力を
持つようになり、各国政府の迅速な対応と長期的な回
復を支援した。

EPSMGのような連合体は、企業を組織化すること
で民間セクターの影響力を強化できる。フィリピンとナ
イジェリアでは、自然災害への対応において企業ネット
ワークがきわめて貴重な役割を果たしてきた。国連は
「コネクティング・ビジネス・イニシアティブ（CBI）」に
よって、こうした国単位の民間セクターの組織的活動を
世界中で支援しようとしている。このような取り組みに
より、大規模な世界的危機への対応において企業が自
社の規模を活用できるようになることは、結果的に関
与する企業と社会全体の双方にメリットをもたらす。

企業による緊急支援
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事業を行う上でも行動を起こすメリットは明白だと述べ
ている。2010年以降、同社は消費者1人当たりの廃棄
物の排出量を28%削減するとともに、年間数百ユーロ単
位で包装コストを節減している。調査によって、消費者
の半数以上が責任ある方法で天然資源を利用するブラ
ンドを好むことが明らかになっており、ユニリーバによ
ると、同社の取り組みはそうした消費者にアピールする
ことで、売上成長も促している。

また、私たちの分析した企業のなかでは、調達や購買
の判断において社会的課題を考慮している企業も、利
益率の面で大きなメリットを享受していた。この領域に
おける既存のESG指標は、労働条件や労働者の権利に
重きを置いたものだ。

そうした領域で評価が高い企業の多くは、さらに視
野を拡大し、サプライチェーンのあらゆる課題やニーズ
を評価するようになってきている。これには、農家など
の小規模なサプライヤーがどう生計を維持するか、から、
サプライヤーに対するコミュニティからの支援や財務面
での支援をどう拡大するかまで、あらゆる課題が含まれ
る。大手消費財企業のサプライチェーンの規模と広がり
を考えると、こうした領域での取り組みは、企業が調達
を行う地域全体の経済発展に実質的な影響をもたらす
可能性がある。同時に、こうした取り組みは企業のサプ
ライチェーンの弾力性やコスト効率を高めることができ
る。なぜなら少数のサプライヤーや流通業者に依存せ
ず、最終消費者により近いところで原材料を調達できる
ようになるからだ。

グローバル飲料メーカーのペプシコにとって、信頼で
きる農産物サプライチェーンは、高品質の原材料の供給
を途切れることなく確保するためにきわめて重要である。
ペプシコは、人権を尊重し、環境を保護しながら、農家
の生産量と収入の向上を支援することで農産物サプラ
イチェーンを強化する重要な取り組みを開始した。同社
は2025年までに、業界に先駆けて農業における環境へ
の配慮、生産性向上、生産者の生活改善や権利擁護
を目指す「持続可能な農業イニシアチブ」のプログラム
を、自社が購入する農産物の75%を産出する700万エー
カー以上の耕地に拡大する計画だ。これにより、同社は
重要な経済的、環境的、社会的問題を解決しながら、グ
ローバルサプライチェーンの要となる要素を守ることが
できる。

たとえば、このイニシアチブの一環としてペプシコがイン
ドで進めているジャガイモ栽培プログラムは、農業専門家
チームを派遣するなどして、農家に研修を行うものである。
研修の目的は、農家が同社傘下のレイ社の製品の原材料
となる品種のジャガイモを栽培するために必要なノウハウ
を伝えることで、その内容はジャガイモを植え付ける列の
理想的な間隔など、多岐にわたる項目を網羅している。ま
たペプシコは、農家が栽培計画を立ててコストを管理し、
持続可能な収入を得やすくなるように、栽培時期に先駆け
てジャガイモの買い取り価格を発表している。現在同社は
33カ国で、多様な作物を栽培する大小さまざまな規模の
農家を対象にこのプログラムを展開している。この取り組
みにより、ペプシコは多くの地域で高品質の原材料供給を
確保しながら、サプライチェーンの弾力性を高めている。

消費財業界に関する私たちの分析では、特定のESG
項目に関して、ESGの評価と財務業績の間にあると予想
していた関連性を見出せなかった。たとえば、多くの大手
食品メーカーが自社製品の栄養や健康への影響を向上
させるために行ってきた取り組みを考えてみる。食品メー
カーにこうした取り組みを求める規制当局や投資家から
のプレッシャーは高まり続けている。しかし、分析では、
バリュエーションや利益率との相関関係は見られなかっ
た。これは、対象とした消費財企業には食品以外の企業
も含まれており、また主に大手の上場企業をサンプルとし
ていたからかもしれない。業界の定義を狭めて分析した
場合や、健康食品を主力製品とする小規模企業を分析
した場合には、相関関係が見えてくる可能性がある。

医薬品：  必要としている人々に命を救う医薬
品を届ける

医薬品業界と社会的価値との関連性は明白で直接的
なものである。医薬品は人々の健康を改善し、命を救う。
そして、数十年にわたって医薬品業界が牽引してきた驚
くべき医学の進歩は、医療に革命をもたらしている。しか
し、そうした進歩は課題も生み出している。中でも注目
すべきは、命を救う医薬品を、医薬品を購入する余裕が
ない層も含めて、いかに多くの人々に届けるかという課題
である。この問題はきわめて重要で、国連の持続可能な
開発目標（SDGs）の重要項目となっている14。

14. 国連開発計画（UNDP）「目標3：すべての人に健康と福祉を」。
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医薬品業界に関する定量分析の結果、ESG項目での
評価と、バリュエーションと利益率の双方との間に関連
性があることが明らかになった。

•  バリュエーション　ダウンサイドESG項目での評価が
全体として上位にある企業のバリュエーション・マルチ
プルは中位の企業に比べ12%高く、「人間を対象とした
臨床試験の倫理的な実施」「汚職の回避と防止」など7
つの項目がその主な要因だった。

•  利益率　他のすべての条件が同じ場合、「より多くの
人に医薬品を提供する」という項目での上位企業の
EBITDAマージンは中位企業よりも8.2%ポイント高く、
粗利益率は6.7%ポイント高かった。また、「人間を対
象とした臨床試験の倫理的な実施」「職場の安全の
推進」の項目での上位企業のEBITDAマージンと粗利
益率や、「ロビー活動における透明性の向上」の項目
での上位企業のEBITDAマージンも中位企業に比べ
て高かった。

バリュエーションの分析結果は、「人間を対象とした
臨床試験の倫理的な実施」「汚職の回避と防止」の項目
で着実な評価を得ている企業がリスク管理で成功する
傾向が高いことを反映している。また、優れた研究開発
で知られる企業は、人間を対象とした臨床試験において
最高レベルの倫理基準に従う傾向がある。こうした卓越
性が、バリュエーションと利益率の分析結果において重
要な要因となっている可能性が高い。

最も大きな利益率の差をもたらしたのは、「より多くの
人への医薬品の提供」の項目である。しかし、その因果関
係を決定づけることは特に難しい。たとえば、新興国で製
品を入手しやすくすることは、製造技術と製品技術の変
革などの有益なイノベーションを推進し、最終的にコスト
を低減させる。しかし、業界のエキスパートは、新興市場
では利益率は低くなる傾向があり、因果関係が逆になる
場合があると指摘している。つまり、利益率が高い企業
のほうが、新しい発展途上の市場への進出に投資でき
るだけの柔軟性を備えているというのである。企業が発
展途上の市場でサービスを提供する真のコストを究明し
てリソースを適切に配分するのが困難であるという理由
からも、因果関係を突き止めることは難しい。

数十年にわたり、企業は主に寄付プログラムを通じて
医薬品へのアクセスを拡大してきた。しかし、医薬品を

より多くの人々に提供するというゴールの達成に向けて、
もっと直接的に中核事業を活かそうとする企業が増えて
いる。たとえば、米製薬大手のメルクは、一部の重要医
薬品を入手しやすくするために、自社の製造オペレーショ
ンとサプライチェーンを活用している。

同社は2010年に、世界人口の8割が自社の医薬品を使
えるようにすることを目標とするプログラムを立ち上げた。
メルクは、この目標を達成するために多くの手を打った。
酵素（生体触媒）などの技術の導入によるコストと生産
性の改善など、いくつかの施策は同社のグローバル事業
全体に適用された。また、現地のサプライヤーからの調
達による効率化など、特定の製品や市場を直接ターゲッ
トとするものもあった。これらの取り組みは総じて、製造
コストの削減、生産性の向上、環境配慮型の製造プロセ
スの創出を目指すものだった。さらにメルクは、発展途上
の市場で製品を患者に確実に届けるために、これらの市
場において包装、流通、保管の方法に変更を加えた。メ
ルクはこうした投資によって、より多くの人々に医薬品を
提供するという目標達成に必要な条件である、発展途上
の市場における製品へのアクセス改善に成功したのだ。

石油・ガス： 気候変動の課題に立ち向かう

石油・ガス企業の従来のビジネスモデルは、気候変動
により大きな課題を突き付けられている。大手投資家の
気候変動への注目の高まりにより、業界自体がこの問題
を重視するようになっている。資産価値が毀損される可
能性を考慮して、化石燃料に関わる資産の価値評価を見
直すよう石油・ガス企業に圧力をかける投資家もいるほ
どだ。諸国が世界の気温上昇を食い止める取り組みを
進めることで、埋蔵されている石油・ガスの一部は開発
されない可能性がある。さらに、マイケル・ブルームバー
グ氏が率いるタスクフォースは最近、企業は公的開示情
報の中に気候リスクに関わる情報を含めるべきだと勧告
している。

石油・ガス業界に関する定量分析では、ESG項目での
評価は、バリュエーションと利益率の双方と関連がある
ことが明らかになった。

•  バリュエーション　ダウンサイドESG項目での評価が
全体として上位にある企業のバリュエーション・マルチ
プルは中位企業に比べ19%高く、「従業員の安全と健
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康を守るプロセスの構築・維持」「生物多様性、水質、
生態系への影響を低減」「汚職の回避と防止」の3つ
の項目が要因となった。 

•  利益率　他のすべての条件が同じ場合、「従業員の安
全と健康を守るプロセスの構築・維持」の項目での上
位企業のEBITDAマージンは中位企業よりも3.4%ポ
イント高かった。また、利益率と「継続的な社員研修
の支援」との間にも強い関連性があった。

安全・健康や環境問題が高いバリュエーションと関連
していることは、驚くに当たらない。事故と環境破壊を
最小限に抑えることは、最終的には株主へのリターンに
つながることはよく理解されているからだ。同時に、「安
全・健康」の項目で上位に入り、「社員研修」での評価も
高い企業は、利益率が明らかに高くなっている。この双
方の領域で優れた企業は、事故やその他のネガティブな
出来事がもたらす長期的混乱とそれに伴う費用負担を回
避できる可能性が高い。

気候変動の重要性を考えると、石油・ガス企業の気候
変動への取り組みと財務業績の間に関連性を見いだせ
なかったことは注目に値する。分析では、この領域で代
替エネルギーへの投資と、埋蔵量中の炭素強度の最小
化という2つの指標について調査したが、バリュエーショ
ンと利益率のいずれとも関連性が見られなかった。だが、
これは無理もないことである。代替エネルギーへの投資
と、その結果得られる収益は、石油・ガス探査の投資や
収益と比べると、きわめて小さい。そして、埋蔵量中の炭
素強度の低減がバリュエーションに及ぼす最終的な影響
は、炭素税導入の可能性などの政策動向が不確実なた
めに、依然として不透明である。長期的には、この問題は
より明確になるだろう。

気候変動の問題をめぐっては複雑な状況があるにも
かかわらず、一部の企業は行動を起こしている。たとえ
ばフランスの石油大手トタルは、2000年より気候変動に
配慮した意思決定を行ってきた。同社は、事業ポートフォ
リオに占める石油の割合を減らして天然ガスの比率を高
め、2015年には石炭事業から撤退し、CO2回収・貯留の
研究開発とパイロットプロジェクトを強化するなど、大規
模な戦略転換を実施している。

こうした取り組みには、いくつもの難しい決断が必要
となった。たとえば、利潤がきわめて大きい中国での石
炭関連事業では、トタルはまず、プロジェクトをより持続
可能なものにしようと試みた。しかし、トタルは最終的に、
同社の脱石炭の取り組みとは相容れないと結論付け、こ
のプロジェクトを全面的に中止した。

分析からは、社外のコミュニティとの連携などの社会
的領域と、バリュエーションや利益率との相関関係は見
られなかった。これは、とりわけ石油・ガス企業が事業
を営む地域が多数に及ぶため、コミュニティ活動に関す
るデータの追跡が困難なためかもしれない。

測定できるか否かの問題は別として、石油・ガス企業
は長い間、事業の成功には地域社会との良好な関係が
重要であると認識してきた。石油・ガス企業が事業を運
営することの多い開発途上地域では、安全性やコンプラ
イアンス、調達を含む企業慣行が地域の人々に与える影
響は大きい。そして、こうした企業は多くの場合、現地の
政府やその他の団体と協力して、サプライヤーとなる可
能性のある現地企業の発展を支援している。

また、先見の明のある企業であれば、国家レベルの取
り組みを支援する機会もあるだろう。その形態はさまざ
まだ。企業は、たとえば国家のインフラや教育システム
の開発に役立てるなど、政府がエネルギー事業の収益
の使途を決める際に支援を提供できる。また、政府の経
済開発プログラムにノウハウを提供することも可能だ。

銀行： フィナンシャル・インクルージョン拡大
のためのイノベーション

銀行を含む金融機関の役割は、実体経済に資金を供
与することである。しかし、過去20～30年間の金融セク
ターの急速な成長は、業界の一部がその役割を果たさ
なくなったことを浮き彫りにした。その結果、金融商品は
かつてないほど複雑化し、リスクが増大し、10年前の金
融危機の大きな要因となった。さらに、リテール・バンキ
ングの顧客にかかわるスキャンダルによって、金融業界
への信頼は失われた。そうした背景から、今や多くの銀
行が、自行と業界への評価を再構築するには社会に貢
献することが必要なことをはっきりと理解するようになっ
ている。
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•  バリュエーション　ダウンサイドESG項目全体での評
価が上位の企業のバリュエーション・マルチプルは中
位企業に比べ3%高い。「企業・個人の情報の安全を
守る」「環境負荷への責任ある取り組み」「信用リスク
分析における環境要因の考慮」という3つの項目にお
ける相関がその主な要因だった。

•  利益率　他のすべての条件が同じ場合、「フィナン
シャル・インクルージョン推進」の項目で上位に入っ
た企業の純利益率は0.5%ポイント高く、「調達・購買
活動における環境要因の考慮」の項目における上位
企業の純利益率は3.4%ポイント高かった。また、倫
理的な企業慣行に関連する「公正な営業活動」「公正
な債権回収」「汚職の回避と防止」という3項目にお
ける上位企業の利益率も高かった。しかし、2つのマイ
ナスの相関関係も見られた。「信用リスク分析におけ
る環境要因の考慮」「機会均等の保護と促進」という
2項目での上位企業の純利益率は、他のすべての条件
が同じ場合、それらの項目の中位企業よりも低かった
のだ。

サイバー攻撃が頻発している今日では情報保護は当
然の前提であることから、バリュエーションと「企業・個
人の情報の安全を守る」という項目との関連性はきわめ
て明白である。

しかし、分析の結果明らかになったその他の関連性は
より複雑である。たとえば、バリュエーションと「信用リ
スク分析における環境要因の考慮」の項目との関連性
を考えてみる。この相関は、環境へのの取り組みが十分
でない借り手の信用リスクは高くなる可能性があること
を投資家が認識していて、環境要因を融資の際に考慮し
ている銀行には高いバリュエーションで報いていること
を示している。しかし、この項目と利益率にはマイナスの
相関関係がある。これは銀行が融資の判断で環境問題
を考慮に入れ、短期的に収益の大きい融資を見送った
場合、短期的な財務業績に負の影響が出る可能性を示
唆している。

だが、すべての銀行が環境への配慮によってマイナス
の影響を被っているわけではない。アメリカのPNC銀行
は一部の株主と環境団体からの要求に応じて、2015年
に、特に露天採掘の一種であるマウンテントップリムー
バル（MTR）方式の採掘に関わっている石炭会社への

融資を削減すると決定した。以降、PNC銀行は炭鉱業
への融資を減らし続け、現在では少しでもMTRを行って
いる石炭生産者への融資を禁止している。PNC銀行は
この決断により財務面に若干のダメージを予測していた
が、ポートフォリオのリスクが低下したことと、同行の新
たな方針を歓迎した新規の顧客を獲得したことで、最終
的には経営面でもプラスの策となった。社会・環境面の
課題を長期的なリスク評価に取り込む方法を理解して
いる強力なリスク委員会の存在だけでなく、取締役会
の支持もあって、PNC銀行は戦略的に利益をもたらす
方向に進むことができた。

もちろん、銀行は借り手に対し、環境や社会面での企
業慣行にただイエスやノーと言う以上の行動をとること
が可能だ。実際、銀行は資金供与先のプロジェクトに影
響を与える立場にあると私たちは考えている。たとえば、
銀行は借り手に社会・環境面のベストプラクティスに関
する見識を提供し、借り手にそうしたアプローチを採用
するよう奨励することができる。

フィナンシャル・インクルージョンの促進と利益率の
間に見られたプラスの相関関係は、最近の進展を反映
しているのかもしれない。以前は多くの銀行が、政府の
規制を順守するために銀行口座を持っていないか利用
していない層にサービスを提供することを事業コストの
一端と考えていた。だが、新たな金融テクノロジー（フィ
ンテック）のソリューションやパートナーシップモデルに
よって、利益を確保しながら手頃な価格の金融商品や
サービスを非利用者層に提供することが容易になった
現在では、これを機会ととらえる銀行が増えている。

同時に、そのような活動は有意義な社会的ベネフィッ
トを生み出しうる。BCGの2016年の持続可能な経済
発展評価（SEDA）は、その国のフィナンシャル・インク
ルージョンの水準と全体的な生活の質の間に明確な関
連性があることを明らかにしている（詳細はBCG レポー
ト“The Private-Sector Opportunity to Improve 
Well-Being”（2016年7月）をご参照ください）。

銀行がフィナンシャル・インクルージョンを推進しビジ
ネス上のメリットを引き出すには、創意工夫が必要であ
る。また、銀行は事業を営む地域の規制環境や市場の
力学に合わせてアプローチを調整する必要がある。

https://www.bcg.com/publications/2016/growth-globalization-private-sector-opportunity-improve-well-being-2016-economic-development-assessment.aspx
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南アフリカのスタンダード銀行の例を考えてみよう。 
南アフリカでは、「企業開発（Enterprise Development）」
として知られる政府の規制により、銀行は黒人の経営す
る中小企業（BSME）に利益の0.2%を拠出することが義
務付けられている。多くの銀行は、単純に黒人の起業家
やBSMEに寄付や助成を行うだけだった。しかし、スタン
ダード銀行は異なるアプローチを選んだ。スタンダード
銀行は、一部の資金を独立した信託基金に投入し、熱意
はあるが融資条件を満たしていない黒人起業家が資金
を借りる際に担保として利用できるようにしたのだ。ま
た、他の企業開発ファンドを利用して、借り手に技術的
なアドバイスやサービスなどの支援を提供した。このア
プローチによって、スタンダード銀行はより多くのBSME
に融資を提供するとともに、借り手の事業の業績向上を
支援できるようになった。将来的に、スタンダード銀行
はBSMEへの融資モデルの一部をその他の中小企業に
も拡大する計画だ（フィナンシャル・インクルージョンに
関する詳細は、BCG レポート“Improving Financial 
Inclusion in South Africa”（2017年4月）をご参照くだ
さい）。

倫理的な企業慣行における高い評価によっても、銀行
の利益率は上昇していた。そのような行動は、銀行のブ
ランドを保護するだけでなくコスト削減にもつながる可
能性が高い。たとえば、「公正な営業慣行」は、銀行が
不適切な商品を顧客に販売しないということでもあるの
で、顧客の流出率を低下させ、罰金を最小限に抑えるこ
とができる。一方、「公正な債務回収」も顧客の流出率
を低下させる。そして、「汚職の回避と防止」に努める銀
行では、訴訟や政府による罰則などの不正関連コストが
低下する可能性が高い。

上述した「信用リスク分析における環境要因の考慮」
の項目以外にも、「機会均等の促進」の項目と純利益率
の間にマイナスの相関関係が見出された。そのような取
り組みは、短期的な投資と関連付けられることで利益率
に影響を及ぼす可能性がある。

テクノロジー： 経済・社会的インクルージョンの
拡大

今回のインタビューでは、テクノロジー企業の多くが
自社の中核事業を、社会全体の利益に劇的な貢献をす
るものと見なしていることが明らかになった。たとえば多

くのオンラインプラットフォームは、遠隔地の人々に情報
とグローバル市場へのアクセスをもたらし、フィナンシャ
ル・インクルージョンの拡大や社会的公正をサポートし
ている。

テクノロジー業界に関しては、データの問題により、他
の4つの業界で行ったようなESGの評価と財務業績の間
の関連性を分析することができなかった。特にテクノロ
ジー企業が重要な社会的影響をもたらしうると私たちが
考える多くの領域では、現時点ではデータが追跡されて
いない。テクノロジー業界のビジネスモデルがあまりにも
多種多様であることがその一因かもしれない。結果とし
て、あらゆるテクノロジー企業にふさわしいデータセット
を特定することは、たとえば銀行業界と比べてはるかに
難しい。

そうした問題はあるものの、私たちの研究は、テクノロ
ジー企業が社会的価値の創出に向けて強い意欲で臨ん
でいることを浮き彫りにした。おそらく、テクノロジー企
業にとって最も大きなチャンスは、主流から取り残され、
十分なサービスを受けられない人々の経済・社会的イン
クルージョンの推進である。ビジネスモデルが千差万別
であることから、この目標を達成する手段も多様となる
だろう。

民泊を仲介するプラットフォームを運営する米エア
ビーアンドビーは、通常は観光客が注目しない地域に観
光収入がもたらされるような支援をしている。実際、エア
ビーアンドビーが掲載している民泊施設の約74%は、都
市部のホテルの多いエリアの外に位置している。同社の
活動はまた、ホストに必要な経済的なメリットも提供して
いる。エアビーアンドビーの米国におけるホストの62%は、
ホストとしての報酬が住宅ローンの支払いに役立ち、そ
のおかげで自宅に住み続けられると述べている。

米決済大手のマスターカードと南アフリカ社会保障
機関（SASSA）とのパートナーシップは、技術プラット
フォームがいかに社会的インクルージョンの支えにな
るかを示す好例である15。このパートナーシップによっ
て、生体認証カードを用いた社会保障費の電子決済が可
能になった。その結果、南アフリカにおけるフィナンシャ

15. マスターカードは、デジタル決済技術を中核技術とするためにここ
に含まれる。

https://www.bcg.com/publications/2017/globalization-improving-financial-inclusion-south-africa.aspx


Boston Consulting Group | 25

ル・インクルージョンが、プログラム開始初年度に67%か
ら75%に向上したばかりでなく、政府の支出を5年間で3
億7,500億ドル削減し、マスターカードの政府との関係も
強化された。同時に、このプログラムは他の市場にも適
用可能なビジネスモデルの力を示すものとなった。

一方、フェイスブックは、居住地や社会経済的地位、物
理的・身体的制約にかかわらず、すべての人がグローバ
ルなデジタルコミュニティに参加できるようにすると宣言
している。同社は、インターネットの利用料が法外に高
額な国でも、多くの人々にスマートフォン経由でサービス
を利用できるようにするFree Basicsなど、人々 を結びつ
ける画期的なツールを構築している。このサービスには
ニュースや求人情報、健康、教育に関するコンテンツが
含まれ、現地の通信会社との提携によってデータ利用料
を支払うことなく無料で利用できる。Free Basicsサービ
スは65カ国以上の国で開始され、世界中で提供されてい
るサービスの数は1,000を超える。フェイスブックはさら
に、低速インターネット回線を利用する人々 でも利用可能
なFacebook Liteを開発した。現在では、世界の2億人の
人々 がFacebook Liteを使用してつながっている。

マイクロソフトは、米国におけるインクルージョンの大
きな課題であるインターネットアクセスに集中して取り組
んでいる。マイクロソフトは最近、米国の農村地域で暮
らす2,300万人に向けたブロードバンド普及計画「ルー
ラル・エアバンド・イニシアチブ」を発表した。この計画
の一環として、マイクロソフトは米国で2022年7月4日ま
でに農村部のブロードバンド・ギャップをなくすという野
心的な目標を提示した。同社はこの目標の達成には、光
回線、FWA（固定無線）、衛星やTVホワイトスペース
（UHFテレビの未使用帯域のスペクトルを活用する技
術）などを組み合わせる必要があると考えている。マイク
ロソフトは、米国の農村地域の200万人の人々 をブロード
バンドに接続することをめざして、TVホワイトスペース
技術を導入・開発する企業に着手資金を提供する。また、
TVホワイトスペース技術に投資して同技術を利用する組
織には、関連する特許ポートフォリオを無償で提供する
予定である。
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TSIとTSRの向上を成功に導くカギ

企業は長年、TSRを最大化することをめざして戦略と
ビジネスモデルを設計してきた。現在ではTSIへの貢献
度を高めることに関して明確な目標を持っている企業は
多いが、TSIの観点から、戦略やビジネスモデルにまで踏
み込んで見直しや調整をしている企業はほとんどない。

BCGがクライアント企業を支援してきたこれまでの経
験や調査から、私たちは企業がそうした転換に成功する
ための8つのカギを特定した。きわめてうまくやっている
企業の中でも、これらすべてを最も高いレベルで実行で
きている企業は非常に限られる。

1.  自社の現状と、目指すべき目標を理解する　企業は
自社の製品やサービスが社会に与える影響の全体像
を十分に理解するとともに、どの領域でさらなるプラ
スの貢献ができるのかを突き止めなければならない。
というのも、ビジネスとは明確に結びついていない分
野の活動を重視している企業があまりに多い。例を挙
げれば、海洋のプラスチックごみを取り除く活動を支
援している銀行などだ。その結果、ノウハウや独自の
リソースを持つ分野をターゲットにする場合よりも、社
会への影響も小さくなり、信頼性も低いものとなる。
企業は、小粒でも自社独自のTSIテーマを、業界に関
連性が高く、意義ある貢献ができる領域において選
択する必要がある。

 　米決済大手のビザは、財団の設立を発表した2017
年に、自社のTSIに関わるアジェンダ全体を見直した。
その結果、ビザは、ばらばらだった多数の活動や多岐
にわたっていた小規模のパートナーシップを廃止し、
同社の使命や社会変革の理念に密接に関連する領域
に活動の柱を据えることにした。小規模事業オーナー
の財務強化に注力するというこの柱は、財団やビザの

他の社会貢献活動の中核となるだけでなく、社会的価
値と事業上の価値の創造を目的とした事業上の取り
組みも内包している。ビザとビザ財団は、当面はごく少
数の活動のみに絞り、信頼性の高い少数のパートナー
とともに世界的な規模で行うことにしている。

2.  一貫性のあるストーリーを創造する　自社にとって
適切なテーマを特定した後、企業はTSIがどのように
企業戦略と事業戦略に組み込まれるのかを、明確か
つ一貫性のあるストーリーで伝えなければならない。
従業員、顧客、投資家、政府のいずれであっても、そ
うした物語がなければ、企業がしていることをステー
クホルダーに理解してもらうのは困難である。企業が
社会にインパクトを与える取り組みについて一貫した
信頼できるストーリーを伝えられれば、ステークホル
ダーの信用が得られる可能性は高くなる。

3.  中核事業を活用して、拡張性の高い活動ポートフォ
リオを構築する　企業は、重点領域ごとに優先度の
高い取り組みを厳選し、事業部門に組み入れて推進す
る必要がある。取り組みのポートフォリオは、事業と社
会への影響の大きさを手堅くかつ綿密に測り、最終
的には規模拡大ができるように作成すべきだ。

 　この最後のポイントはきわめて重要である。TSIへの
取り組みと目標は、企業の規模と事業範囲に見合うも
のでなくてはならない。取り組みが多数の異なるプロ
ジェクトに分散していると、規模を拡大できず、社会問
題にも収益にも、大きな影響を与えられないことがある。

 　フェイスブックは、明確なストーリーの上に活動の
ポートフォリオを効果的に構築している。マーク・ザッ
カーバーグ氏は2017年に「グローバルコミュニティ
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の構築（Building Global Community）」というレ
ターで、フェイスブックが社会的価値向上をどう推進
すべきかについて明確なビジョンを示した。レターに
は、「私たち全員の役に立つグローバル社会を築く力
を人々 に与えるための社会基盤の開発」が同社のゴー
ルであるべきだと書いている。さらに、安全なコミュニ
ティ、市民が参画するコミュニティ、互いに支え合うコ
ミュニティなど、フェイスブックがゴールを目指す上で
軸とすべき5つの柱を記した。これらの柱は、事業部
門のリーダーが新しい製品やサービスを開発する際
の直接的な指針となっている。たとえば、フェイスブッ
クの投票リマインダー機能と投票者向け情報プラッ
トフォーム（政治家が自身の意見を発表したり、バー
チャルな対話集会を開催したりする機能がある）は、
市民が参画するコミュニティを築くという柱に沿った
ものだ。安全なコミュニティという柱を支えるのは、災
害や危機の時に無事であることを友人や大切な人に
知らせる「セーフティチェック」や、危機・災害後の助け
合いに役立つ募金キャンペーンや寄付などのツールだ。

4.  パートナーシップを結んで影響を増幅させる　ほぼ
すべての企業が、NGOや開発機関、他の企業や政府
などの組織とパートナーシップを結んでいる。しかし、
多くの場合、パートナーシップの数が多すぎて、大規
模な取り組みに集中できていない。

 　成功している企業は、大規模で効果の大きい取り
組みに向けて、少数の「アンカー」パートナーと深い関
係を構築している。私たちが話をしたNGOも同様に、
少数のパートナーと深い関係を結びたいと述べていた。

 　パートナーは、社会への影響に関する深い知識や、
新たな市場での販売チャネル、現地政府との強固な結
びつきなど、補完的な能力をもたらしてくれることが多
い。開発機関や政府などがパートナーになれば、直接
の資金源にもなりうる。結果的に、強固なパートナー
シップは取り組みの成否を左右するものともなる。さ
らに、大規模な取り組みの中で企業と関わりを持つ
パートナーは、企業が与える影響を外部に伝える際に、
信頼できる「声」になりうる。

 　予防可能な妊産婦死亡の撲滅を目指すドイツの製
薬会社メルクの旗艦プログラム「Merck for Mothers
（母親のためのメルク）」は、多くのパートナーシップ

から成る。その1つ、スイスのフェリング・ファーマ、世界
保健機関（WHO）とのパートナーシップは、世界中で
妊産婦死亡の第1の原因となっている産後の出血過多
（PPH）に重点的に取り組むものである。WHOが実
施しメルクとフェリングが支援する研究「チャンピオン」
では、経膣分娩後のPPH予防について、フェリング独自
の熱安定性カルベトシンをオキシトシンと比較している。
オキシトシンはPPHの予防薬としてWHO必須医薬品
のリストに入っているが、冷蔵での輸送や貯蔵が必要
で、しばしば製造品質の均一性に問題が生じる。今回
の研究は3万人の女性を対象とした大規模な国際多施
設共同試験であり、この試験でフェリングのカルベトシ
ンの有効性が示されれば、フェリングは約90カ国の低
中所得国で販売するための登録承認を求めることにし
ている。その上で、WHOとフェリングとメルクは、フェ
リングの製品を、そうした国々で入手しやすい手頃な価
格の薬として販売するために協力することになる。この
取り組みにより、特に医薬品の冷蔵保存が困難な世界
の多くの地域でPPHを減らせる可能性がある。

 　業界全体の購買力を活かすために、パートナー
シップを使うこともできる。2011年に、世界的な化学
メーカーのソルベイは、他の化学メーカー5社ととも
に、サプライヤーの持続可能性評価基準の標準化に
むけ、「サステナビリティのための協力（Together for 
Sustainability）」（TfS）を設立した。TfSに参加する
企業は着実に増加している。現在、ヨーロッパと北米
におけるTfSの正規の参加企業は19社で、これらの企
業の売上高は総額3,330億ドルに達する。TfSでは、サ
プライヤーの持続可能性を評価するため、環境や労
働慣行など多くの領域での指標を追跡している。現在、
TfSのプラットフォームに登録されたサプライヤーの数
は7,600社を超えている。ソルベイは、TfSを活用する
ことで、自社のサプライヤー─特に中核的なサプラ
イヤー1,100社─に、持続可能性をより高めるビジ
ネス慣行を導入するよう促すことができる。その影響
力は目覚ましい。最新データによると、ソルベイのサプ
ライヤーの67%で、2度目の評価時に持続可能性スコ
アが改善していた。TfSのスコアが低迷しているサプラ
イヤーについては、ソルベイが改善案の策定に協力し
ている。

5.  ゴールを定義し結果を測定する　社会的価値の創
出について、明確な指標やゴールを設定する企業はほ
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とんどない。そうしたゴールに対する自社のパフォー
マンスや、TSI関連の活動が財務業績に及ぼす影響を
効果的に測定する企業はさらに少ない。私たちのイン
タビューやクライアントとの協働から、ほとんどの企
業では、ゴールの設定と進捗の測定が最大のギャッ
プであることが明らかになった。

 　成功している企業は適切な指標を定義して、それを
外部のステークホルダーのゴールと合うようにしてい
る。たとえば政府が、乳児死亡率の低減や女性の金
融サービスの利用拡大などの目標を設定している場
合、そうした領域に取り組む企業は、政府が使用して
いるのと同じ指標で自社の進捗を測定すべきである。
NGOなどのパートナーが、特定の企業活動が実社会
に及ぼす影響の評価に関して見識やノウハウを持って
いる場合もある。企業はまた、TSI活動を事業業績と
結びつけるために、自社内の因果関係モデルを設計す
る必要もある。

 　一部の企業は、この問題の解決に向けて一歩踏み
出し始めた。スタンダード銀行は、事業分野ごとに社
会・経済・環境（SEE）への影響を考慮するための枠
組みを開発した。あるケースでは、干ばつ時に南アフ
リカで農業を営む顧客の38本の債務を再編したこと
で、同行は間接的に700以上の雇用を救い、12万エー
カーの農地の生産性を維持し、それらの顧客による現
地での1,400万ドル以上の経済活動を維持したことが、
アグリビジネス部門の調査で分かった。スタンダード
銀行はSEEの枠組みを、企業価値を高める5つの要素
（他には「従業員のエンゲージメント」や「顧客中心」
などがある）の1つとして導入し、意思決定と報告の指
針としている。この取り組みのゴールは、アフリカの成
長を支えるというスタンダード銀行の目的を、従業員
と顧客、ステークホルダーに具体的に示すことである。

6.  それぞれの課題における主要なステークホルダー
と協力して取り組む　企業は、従業員や顧客、政府
などの主要なステークホルダーにとって重要な社会問
題を理解し、その分野で協力するために、彼らに直接
的に関与する必要がある。彼らに関係のない問題を
重視する取り組みは、企業にほとんどメリットをもた
らさない。

 　

多国籍エネルギー企業のBPは、同社の探査・生産活
動の一環として、現地の地域社会に関与するだけでなく、
それぞれの国の政府とも交渉を行い、原材料およびサー
ビスの現地調達率で合意し、現地労働力の目標につい
て調整し、また経済成長について協力している。BPがタ
ングー液化天然ガス（LNG）プロジェクトを手掛けてい
るインドネシア・パプアバラット州のビントゥニ湾地域で、
BPはマラリアの撲滅や地元の村の電力やガスの普及に
向けた取り組みなど、さまざまな活動を行っている。また、
BPは、国や地方の政府機関、国際NGOおよび地域の
リーダーが参加してタングー・プロジェクトに関連する重
要な社会・環境問題を検討する大規模グループのTIAP
（タングー国際アドバイザリー・パネル）を主催し参加し
ている。さらにBPは半年ごとにこれらの問題に関する報
告書をインドネシア政府に提出している。

 　TSI関連の取り組みを事業に統合するには、取締役
会の関与が欠かせない。BPは政府のパートナーシッ
プに協力的な姿勢で臨んだことで、世界中の政府首脳
に意見を述べる機会を得ている。たとえば2016年に
アゼルバイジャン政府が経済改革に向けた戦略的ロー
ドマップを作成した際には、政府は計画のエネルギー
分野についてBPに意見を求めた。

 　また、PNC銀行は各市場で、その地域のトップとリ
テール市場マネジャーが主導する地域ダイバーシティ&
インクルージョン・カウンシルを創設して従業員と顧客
の双方とのつながりを深めている。カウンシルを構成す
るのは、リテール・バンキングからウェルスマネジメント
まで、あらゆる事業部門の代表者である。その目的は、
新規顧客を呼び込み、多様なサプライヤーと協力し、
それぞれの市場を反映する多様な従業員を雇い、PNC
銀行の地域社会との関係を強化して、利益を生むこと
である。

7.  TSIを投資家エンゲージメントに不可欠な要素と
する　投資家とのすべてのコミュニケーションに、財
務業績に加えてTSI関連の活動の影響に関する対外
情報を組み入れる必要がある。企業は、この情報を
年次報告書やすべての定期的な情報発信、年間を通
じて開催される投資家とのイベントに含めるべきで
ある。先進的なCEOは、そのような統合されたコミュ
ニケーションによって、長期的投資家の割合が高まる
と考えている。
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 　一部の企業はIR活動に独創的なアプローチを取っ
ている。たとえばBPは同社のIR機能を2つに分けてい
る。IR部門の大多数がCFOの傘下で投資家向けの財
務・戦略テーマを扱う一方で、少人数のIRチームは戦
略グループに属し、社会的責任投資の投資家への対
応と、主要な投資家とのTSI関連のコミュニケーション
を担っている。この構造は、TSIの主要な項目を企業
戦略と直接的に関連したものとみなすBPの姿勢を示
すものである。

8.  正しいガバナンスと動機を確立する　TSI活動を事
業に組み入れるには、取締役会の関与が欠かせない。
残念ながら、この点に関して取締役のリーダーシップ
が不十分であることを示すデータがある。2017年の
MITとBCGの共同研究“Corporate Sustainability 
at a Crossroads”によると、回答した企業の86%が、
持続可能性に関する企業の取り組みにおいて取締役
会が大きな役割を果たすべきだとしているが、自社の
取締役会がこの領域を強力に監視していると回答し
た企業は30%にとどまった。

 　その主な原因は、大半の取締役が、株主に対する受
託者義務があると考えていることによる。実際は、取
締役会が受託者義務を負っているのは企業そのもの
に対してである。取締役会は、株主価値を創出する時
間枠を決定して、自社の戦略においてTSIを重視する
方針を支援することもできるし、またそうすべきである。
短期的な利益しか求めず、企業の長期的な存続可能
性に注意を払わない物言う投資家が現れた時に、取
締役会と長期的な株主は、CEOにとっての強力な防衛
ラインになりうる。

 　取締役会の支援と関与以外にも、企業にはTSIの 
取り組みを管理する適切な組織が必要である。一般的 
にこれは、CSR（Corporate Social Responsibility ： 
企業の社会的責任）またはCS（Corporate Sustainability ： 
企業の持続可能性）と呼ばれる専門チームの責任と
されている。しかし、そうしたチームの活動は、必ずし

も事業の中に統合されていない。各事業部門が、自ら
のTSI関連の活動の責任を取るアプローチのほうが望
ましい。CSRの機能を、TSIとTSRを共に創出すること
に重点を置いた専門組織として再編成することもでき
る。この新たに強化された機能部門は、各事業部門や
IRなど、他のチームに支援と情報を提供するほか、企
業戦略の策定プロセスにも、直接関与するようにすべ
きである。

 　最後に、企業はTSIの取り組みを追求するインセン
ティブを設定するべきだ。たとえば、シニア経営層の
報酬の一部は、関連する社会・環境指標に連動させる
べきである。リーダーがTSIの目標達成に対する責任
を問われるとなれば、その目標は組織に浸透するだろ
う。さらに、TSIに大きく貢献した個人を評価する公式
なプログラムも策定するべきである。

 　グローバルに展開する化学メーカー、ソルベイは、
自社の組織とガバナンスを、社会・環境分野での取り
組みを支えるものにするために一丸となって取り組ん
でいる。ソルベイのCEOは、最高サステナビリティ責
任者（CSO）の役割には企業リーダーの視点を理解し
ていることが必要だとして、エネルギーサービス部門
長をCSOに指名した。CSOが経営陣に社会的課題や
環境問題を日々のオペレーションに取り込むよう要求
する際には、ビジネスとの深いつながりが役立つ。こ
のCSOの尽力により、世界各国の事業部門や部署に、
40人の持続可能性の支持者（サステナビリティ・チャ
ンピオン）が組み込まれたことは特筆に値する。

 　また、ソルベイではシニア経営層が社会的価値向上
の進捗に責任を持つようにしている。ソルベイは、安
全性、ビジネスソリューション、CO2排出量、従業員エ
ンゲージメント、社会的行動といった一連の測定指標
を5年間追跡し、これらの領域での同社のパフォーマ
ンスと経営陣の報酬を連動させている。たとえば2017
年には、ソルベイのCEOの長期報酬の20%を温室効
果ガス排出量の指標と連動させる調整が行われた。

https://www.bcg.com/ja-jp/capabilities/sustainability/corporate-sustainability-at-crossroads.aspx
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CEOに求められるアクション

社会に有意義な貢献をしようとする取り組みは、トッ
プから始めなくてはならない。すべてのCEOが、以下の
問いを自問する必要がある。自社が生み出している社会
的価値について、ステークホルダーにすべてを伝えてい
るという確信があるか。自社は、戦略策定やビジネスモ
デルの調整時にTSIの視点を十分に組み込んでいるか。
TSIを戦略目標、オペレーション計画およびターゲットの
中で明確に示しているか。

これらの質問への答えがノーである場合、その企業は
社会的価値向上のポテンシャルを十分実現しておらず、
重要な好機を逃している可能性が高い。

企業のTSIとTSRの向上に向け、CEOにできることが
4つある。第1に、CEOは自社が社会にどのような影響を
与えるべきかを思い描く必要がある。特にCEOは将来を
見据え、自社の中核的製品・サービスを、社会の期待や
需要、そして規制の変化に応じてどう進化させればよい
のか、洞察を深める必要がある。製品・サービスの変更
が短期的には利益を生み出さないとしても、TSIを織り
込み、思慮深く調整を行えば、長期的には利益をもたら
す可能性が高い。

第2に、CEOはそうした熱意や具体的な目標を、株主
をはじめとするステークホルダーに伝えるべきである。う
まく伝えることで、組織内の目的意識やブランドの意味、
CEOの権威をよみがえらせ、強化することができる。

第3に、CEOは企業の現在のTSIを評価する必要があ
る。これを行うには、製品・サービスのすべての価値から
原材料の調達方法、販売や流通、また業界での役割に
至るまで、自社の全活動の経済、社会面でのベネフィット
を包括的に見直すことが必要になる。

第4に、CEOはTSIの概念を戦略策定とビジネスモデ
ルに組み込むことで、ビジョンを行動に落とし込まなけ
ればならない。私たちの研究は、企業トップのコミットメ
ントなくしては、TSIという視点を企業の意思決定やオ
ペレーションに埋め込むのは難しいことを明らかにして
いる。

TSIに関わる責務は組織の一つのチームに負わせられ
るものではない。経営陣は社会的価値の向上を株主価
値の創造と同等の目標として掲げ、重要なアジェンダと
位置付けなければならない。
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補足資料

定量分析は、グローバル企業343社の2013～2015年
までの3年間のデータを対象に行っている。業界ごとの
内訳は、消費財が97社、医薬品が39社、石油・ガスが66
社、銀行が141社である。

対象としたすべての企業について、S&P Capital IQか
ら財務データを、2社のESG評価機関、MSCIとOekom 
Researchから環境、社会、ガバナンス（ESG）に関する
データを集めた。対象企業の財務データの入手しやすさ
とESG情報の充実度から、2013～2015年のデータを収
集した。分析は企業の会計年度レベルで実施しているた
め、各社につき最大3種類の所見がある。

業界別に項目スコアを作成するにあたっては、以下の
手順を踏んでいる。第1に、MSCIとOekomにより提供
されたESG指標を、当社が策定したESG項目に照らして
マッピングし、各項目に最適な指標を選択した（業界別
の重要なESG項目は表1をご参照ください）。第2に、Zス
コアの評価法を用いて評価基準の差異を調整するため、
評価機関2社からの全4業界のすべてのESG測定指標を
正規化した16。個別の測定指標について情報のある企業
数が30社未満の場合、分析からその指標を除いた。最
後に、項目別のスコアを作成するため、類似の正規化さ
れた個別の測定指標は平均値をとった（項目と評価基準
のリストは表2をご参照ください）。

バリュエーション分析

各項目をダウンサイド項目とアップサイドの事業機会
に分類した。BCG独自の「スマートマルチプル」手法を活
用し、各項目と、さらにダウンサイド項目の合計とアップ
サイド項目の合計が企業のバリュエーション・マルチプ
ルに与える影響を分析した17。「スマートマルチプル」は

多変量モデルで、基本的なインプットを用いて、ある時点
での企業のバリュエーションを生成する。このアプロー
チにより、業界内でマルチプルに差が出る要因を特定す
るとともに、企業ごとにマルチプルが異なる理由を説明
することが可能となった。

多変量回帰モデルの中で、バリュエーション・マルチプ
ルの既存の（財務）ドライバーに各ESG項目を追加した。
「スマートマルチプル」は多変量回帰モデルであるため、
バリュエーション・マルチプルとESGスコアの関係性を個
別に特定し定量化できる。別段に特記しない限り、両側
t検定のすべての結果は、95%レベルで有意である（p < 
0.05 and |t| > 1.96)。

いくつかの個別項目（およびダウンサイド項目の合
計）とバリュエーション・マルチプルの間には、統計上有
意なプラスの関係性があることが明らかになった（統計
上有意な結果が得られたすべての項目についての詳細は
図表3をご参照ください）。

利益率分析

業界の利益率とESG項目のスコアの関連に関する分
析も多変量モデルであり、それを用いることで個別の
ESG項目のスコアと企業のファンダメンタルズとの関係
性を特定できる。バリュエーション分析の場合と同様に、
多変量回帰分析では、企業の利益率とその主要な要因

16.  Zスコア = （x－母平均）/ 標準偏差。母集団は同一の業界と測定基
準の企業

17. 「スマートマルチプル」モデルの詳細については、BCGレポート 
“Unlocking New Sources of Value Creation: The 2013 Value Cre-
ators Report”（2013年9月）をご参照ください。

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2013/value-creation-strategy-unlocking-new-sources-value-creation.aspx
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との関係性を個別に特定し定量化できる。多変量分析
の対照群としては、研究開発費など、財務上関連のある
他の複数の利益率のインプットの効果を含めている。別
段に特記しない限り、両側t検定のすべての結果は95%
レベルで有意である（p < 0.05 and |t| > 1.96)。

この分析により、消費財、医薬品、石油・ガスの各業
界ではEBITDAマージンか粗利益率、もしくはその両方
との間に、また、銀行では純利益率との間に、統計上有
意なプラスの関係性を持つ複数の項目を発見した（統計
上有意な結果が得られたすべての項目についての詳細は
表4をご参照ください）。

• Environmentally 
responsible sourcing

• Ensuring a responsible 
environmental footprint
– Pursuing efficient 

energy consumption 
and resource use; 
minimizing harmful 
emissions

• Socially responsible sourcing

• Providing support in humanitarian crises

• Implementing fair and responsible 
compensation practices
– Pursuing living wages for employees; 

encouraging long-term thinking in 
compensation structures

• Promoting employee safety
– Ensuring robust health and safety 

management systems
• Promoting workplace flexibility

– Providing adequate benefits (e.g., health 
care, leave); prioritizing employee 
happiness and satisfaction

• Protecting and promoting equal 
opportunity
– Ensuring nondiscrimination in hiring and 

advancement; encouraging and valuing 
diversity

• Supporting local community development
– Donating to local nonprofits and providing 

benefits to the community
• Supporting ongoing employee training

– Investing in training, education, and 
development for current employees and 
the workforce of the future

• Avoiding and combating 
corruption
– Maintaining strict ethical 

standards; working 
against multiple forms of 
corruption

• Avoiding anticompetitive 
behavior
– Ensuring that no 

business practices unduly 
prevent, reduce, or 
manipulate competition 
in a marketplace

• Maximizing impact of 
corporate giving programs
– Leveraging core business 

and employee skills to 
maximize the benefit of 
traditional corporate 
philanthropy programs

• Promoting transparent 
lobbying
– Reporting on 

contributions to lobbyists 
and all lobbying efforts

Manufacturing
and business

practices

Sourcing and
procurement

INPUTS

OUTPUTS

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

Products
and services;
distribution

Important ESG Topics in All Five Industries

表 1
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• Conserving water

• Lobbying for industry-wide 
standards and norms
– Creating better standards; 

lobbying for those standards

• Implementing an efficient and 
effective recall process
– Monitoring for adverse 

events; recalling products 
when necessary

• Limiting negative effects on 
biodiversity and ecology
– Managing impacts on 

wildlife, air, land, and 
groundwater

• Reducing waste
– Minimizing levels of waste, 

including food waste

• Minimizing impact of 
products and packaging
– Reducing solid waste sent 

to landfills through better 
design of products and 
packaging

– Investing in capacity to 
recycle postsale

• Ensuring that products reach bottom of pyramid
– Investing in products appropriate for BOP and 

ensuring that they reach underserved areas
• Fair marketing and accurate labeling

– Demonstrating the benefits of consumption in 
an ethical manner and labeling accurately

• Implementing a food safety management program
– Avoiding spoilage and contamination; investing 

in supply chain traceability
• Improving nutritional and health attributes of 

product portfolio
– Taking into account key nutritional and health 

concerns in the creation of products

• Investing in health and safety best practices for 
migrant workers
– Maintaining best practices in light of commonly 

disenfranchised and unorganized migrant 
workers 

• Preventing mistreatment of animals
– Treating animals well and planning for increased 

animal welfare regulation

Manufacturing
and business

practices

Sourcing and
procurement

INPUTS

OUTPUTS

ENVIRONMENTAL

Important ESG Topics in Consumer Packaged Goods

Important ESG Topics in Biopharmaceuticals

SOCIAL GOVERNANCE

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

Products
and services;
distribution

• Committing to 
responsible/value-based pricing 
– Pricing on the basis of value 

even in the absence of 
competition

• Maintaining product quality 
and safety
– Implementing robust 

processes to minimize recalls 
and audit raw materials

• Minimizing impact of 
products and packaging
– Reducing improperly 

disposed waste or waste 
sent to landfills postsale 
through turn-in and 
recycling programs

• Expanding access to drugs 
– Providing necessary drugs to markets in need 

with fair, affordable pricing structures
• Investing in disease and treatment education 

– Educating the public (especially underserved 
populations) beyond traditional marketing

• Practicing ethical marketing
– Promoting products responsibly and reporting 

risks and benefits accurately
• Reducing spread of counterfeit drugs

– Developing anticounterfeit technologies; 
cooperating with law enforcement; pursuing 
relevant partnerships; informing customers

• Supporting orphan and neglected diseases
– Developing an R&D pipeline targeting orphan 

and neglected diseases

• Investing and participating in 
precompetitive scientific 
research
– Developing, aggregating, and 

sharing data essential to 
innovation but that provides 
little competitive advantage

• Conducting ethical human clinical trials
– Developing robust protocols; ensuring that 

patients are not exposed to unnecessary risks; 
protecting vulnerable populations

• Preventing mistreatment of animals
– Ensuring ethical and humane treatment of 

animals in research and testing

Manufacturing
and business

practices

Sourcing and
procurement

INPUTS

OUTPUTS

Products
and services;
distribution
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• Minimizing carbon intensity 
in reserves
– Understanding the risk of 

future reserve devaluation

• Reducing impact on 
biodiversity, water, and 
ecology
– Minimizing effects of 

extraction, refinement, 
storage, and transport

• Reducing waste 
– Minimizing waste as 

prospecting becomes 
increasingly hard

• Investing in alternative 
energy
– Advanced biofuels, solar

• Investing in energy efficiency 
education for end users

• Investing in science education to build talent and 
labor pipeline
– Engaging and educating the public on importance 

of STEM and energy use

• Investing in community relations
• Investing in direct economic and capacity support 

(e.g., infrastructure)
– Improving local infrastructure and services with 

public-private partnerships, especially in the 
developing world

• Maintaining process-oriented health and safety 
programs
– Ensuring efficient and effective personal and 

process safety
• Providing direct support to communities with 

particularly vulnerable populations
– Especially indigenous people, conflict zones, 

areas with weak governments 
• Respecting human rights
• Supporting economic development

– Advising national and regional governments on 
national social/economic development

• Supporting emergency preparedness and response

• Developing robust disaster 
management and response 
plans 
– Championing a safety culture

Manufacturing
and business

practices

Sourcing and
procurement

INPUTS

OUTPUTS

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

Products
and services;
distribution

• Supporting organizations 
promoting climate action
– Lending to organizations 

(e.g., SMEs and NGOs) 
devoted to environmental 
protection and clean 
energy 

• Developing training and outreach programs to 
support students and build talent pipeline
– Developing internships for high-

performing youth from disadvantaged 
backgrounds or underrepresented groups

• Ensuring fair debt collection
– Avoiding deceptive collection practices

• Ensuring fair selling practices
– Providing transparent, culturally sensitive, and 

sound advice
• Investing in organizations promoting social 

development
– Lending to organizations (e.g., SMEs and NGOs) 

with clear social missions
• Promoting financial education

– Providing consumers with money management 
education (e.g., retirement planning)

• Promoting financial inclusion
– Increasing access and affordability for individuals 

in underserved markets
• Promoting SMEs

• Ensuring responsible stewardship of data
– Appropriately capturing and using data; transpa-

rently informing customers about data policies
• Securing business and personal data

– Safeguarding against unauthorized access
• Shaping regulatory environment and policy

– Especially through public-private partnerships

• Integrating environmental 
factors into credit risk analysis
– Considering industry-specific 

environmental factors in 
lending, investment, and due 
diligence

• Maximizing benefit of 
government-mandated financial 
community contributions
– Selecting high-social-impact 

programs; implementing them 
effectively; measuring their 
impact

Manufacturing
and business

practices

Sourcing and
procurement

INPUTS

OUTPUTS

Products
and services;
distribution

Important ESG Topics in Oil and Gas

Important ESG Topics in Retail and Business Banking
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• Developing technology 
products and services that 
help protect the 
environment
– Developing and expanding 

access to products and 
services that protect the 
environment

• Developing training and outreach programs to 
support students and build talent pipeline
– Developing internships for high-performing youth 

from disadvantaged backgrounds or 
underrepresented groups

• Creating inclusive products 
– Designing products specifically for use by 

marginalized groups
• Leveraging data for social good
• Making existing products inclusive 

– Developing adaptations to existing products for 
marginalized groups

• Securing business and personal data
– Safeguarding and protecting data against 

unauthorized access and intrusion

• Advocating open access to 
technology and the internet

Manufacturing
and business

practices

Sourcing and
procurement

INPUTS

OUTPUTS

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

Products
and services;
distribution

Important ESG Topics in Technology

Sources: SASB; GRI; MSCI; Oekom Research; expert interviews; BCG analysis.

Consumer Packaged Goods
 TOPIC METRIC VENDOR

Conserving water Measures to ensure water conservation in agricultural production along 
the value chain Oekom Research

Fair marketing and accurate 
labeling Policy on responsible marketing Oekom Research

Implementing a food safety 
management program Implementation of a food safety management system Oekom Research

Improving nutritional and 
health attributes of product 
portfolio 

Nutrition targets relating to product portfolio Oekom Research

Position on health and nutrition aspects of products 

Limiting negative effects on 
biodiversity and ecology 

Measures to promote sustainable soil and biodiversity management in 
agricultural production along the value chain Oekom Research

Minimizing impact of 
products and packaging

Development of the packaging ratio Oekom Research

Measures to reduce the impact of packaging Oekom Research

Avoiding and combating cor-
ruption

Avoiding and combating corruption MSCI

Business Ethics MSCI

Code of business ethics Oekom Research

Compliance procedures Oekom Research

Major controversies relating to business ethics Oekom Research

Ensuring a responsible 
environmental footprint

Certification of the environmental management system to an 
international standard Oekom Research

Energy efficiency MSCI

Ensuring responsible environmental footprint MSCI

Minimizing carbon intensity in reserves MSCI

Position on climate change Oekom Research

Green: Industry-specific topics
Blue: Cross-industry topics

表 2
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Environmentally responsible 
sourcing

Environmental standard for the sourcing of renewable raw materials 
and/or bio-based products Oekom Research

Environmental supplier standard Oekom Research

Procedures to ensure compliance with the environmental standard for 
the sourcing of renewable raw materials and/or bio-based products Oekom Research

Procedures to ensure compliance with the environmental supplier 
standard Oekom Research

Implementing fair and 
responsible compensation 
practices

Position on non-regular employment Oekom Research

Public disclosure of CEO-to-employee compensation ratio Oekom Research

Promoting employee safety

Certification of the health and safety management system to an 
international standard Oekom Research

Health and safety management system Oekom Research

Implementation of a health and safety management system Oekom Research

Promoting transparent lob-
bying

Political contributions Oekom Research

Transparency on participation in public-policy making and lobbying 
activities Oekom Research

Promoting workplace 
flexibility

Dependant care and special leave Oekom Research

Workplace flexibility and working time reduction Oekom Research

Protecting and promoting 
equal opportunity

Gender distribution Oekom Research

Measures to promote equal opportunities and diversity Oekom Research

Policy on non-discrimination Oekom Research

Socially responsible sourcing 

Measures to enable key suppliers to safeguard labor rights and improve 
working conditions Oekom Research

Procedures to ensure compliance with the supplier standard on labor 
rights and working conditions Oekom Research

Supplier standard with regard to labor rights and working conditions Oekom Research

Supporting ongoing employee 
training

Strategic training management Oekom Research

Supporting ongoing employee training MSCI

Ensuring that products reach 
bottom of pyramid Not available

Implementing an efficient and 
effective recall process Not available

Investing in health and safety 
best practices for migrant 
workers

Not available

Lobbying for industry-wide 
standards and norms Not available

Preventing mistreatment of 
animals Not available

Reducing waste Not available

Avoiding anticompetitive 
behavior Not available

Maximizing impact of 
corporate giving programs Not available

Providing support in 
humanitarian crises Not available

Supporting local community 
development Not available

TOPIC METRIC VENDOR

Consumer Packaged Goods (continued)
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Biopharmaceuticals

TOPIC METRIC VENDOR

Conducting ethical human 
clinical trials

Protection of vulnerable trial participants Oekom Research 
Strategy to ensure the ethical design of clinical trials Oekom Research 

Expanding access to drugs

Expanding access to drugs MSCI
Patents and licensing Oekom Research 
Pricing and availability Oekom Research 
Strategy and management approach regarding access to medicine Oekom Research 

Maintaining product quality 
and safety

Maintaining product quality and safety MSCI
Good manufacturing practice
Monitoring of products after market launch
Anticounterfeiting Oekom Research

Practicing ethical marketing

Disclosure of performance data on marketing compliance Oekom Research 
Major controversies relating to responsible marketing Oekom Research 
Policies on responsible marketing and interactions with patients and the 
public Oekom Research 

Preventing mistreatment of 
animals Replacement, reduction and refinement of animal testing Oekom Research 

Supporting orphan and 
neglected diseases R&D into neglected diseases affecting mainly developing countries Oekom Research 

Avoiding and combating cor-
ruption

Avoiding and combating corruption MSCI
Business Ethics MSCI
Code of business ethics Oekom Research 
Compliance procedures Oekom Research 
Major controversies relating to business ethics Oekom Research 

Ensuring a responsible 
environmental footprint

Certification of the environmental management system to an 
international standard Oekom Research 

Energy efficiency MSCI
Ensuring responsible environmental footprint MSCI
Minimizing carbon intensity in reserves MSCI
Position on climate change Oekom Research 

Environmentally responsible 
sourcing

Environmental standard for the sourcing of renewable raw materials 
and/or bio-based products Oekom Research 

Environmental supplier standard Oekom Research 
Procedures to ensure compliance with the environmental standard for 
the sourcing of renewable raw materials and/or bio-based products Oekom Research 

Procedures to ensure compliance with the environmental supplier 
standard Oekom Research 

Implementing fair and 
responsible compensation 
practices

Position on non-regular employment Oekom Research 

Public disclosure of CEO-to-employee compensation ratio Oekom Research 

Promoting employee safety

Certification of the health and safety management system to an interna-
tional standard Oekom Research 

Health and safety management system Oekom Research 
Implementation of a health and safety management system Oekom Research 

Promoting transparent 
lobbying

Political contributions Oekom Research 
Transparency on participation in public policy making and lobbying 
activities Oekom Research 

Promoting workplace 
flexibility

Dependant care and special leave Oekom Research 
Workplace flexibility and working time reduction Oekom Research 

Protecting and promoting 
equal opportunity

Gender distribution Oekom Research 
Measures to promote equal opportunities and diversity Oekom Research 
Policy on non-discrimination Oekom Research 

Socially responsible sourcing

Measures to enable key suppliers to safeguard labor rights and improve 
working conditions Oekom Research 

Procedures to ensure compliance with the supplier standard on labor 
rights and working conditions Oekom Research 

Supplier standard with regard to labor rights and working conditions Oekom Research 
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Biopharmaceuticals (continued)

Oil and Gas

TOPIC METRIC VENDOR
Developing robust disaster 
management and response 
plans 

Measures to enhance emergency response and preparedness Oekom Research  

Investing in alternative energy 
Alternative Energy  MSCI 
Promotion of alternative fuels Oekom Research  

Maintaining process-oriented 
health and safety programs

Accident rate Oekom Research  
Maintaining robust occupational health and safety programs, with a 
focus on process safety MSCI

Occurrence of fatal accidents Oekom Research  

Minimizing carbon intensity 
in reserves

Carbon intensity of fossil fuel reserves (MtCO2/mmboe) MSCI 
Transparency on accessibility and types of reserves Oekom Research  

Investing in community rela-
tions Community involvement Oekom Research  

Reducing impact on 
biodiversity, water, and 
ecology

Biodiversity management Oekom Research  
Limiting negative impacts to biodiversity and ecology MSCI
Reducing impact on biodiversity, water, and ecology MSCI

Reducing waste 

Disposal of hazardous wastes from oil and gas exploration and 
production Oekom Research  

Environmentally safe operation of facilities Oekom Research  

Hazardous waste intensity Oekom Research  

Reduction of gas flaring and venting Oekom Research  

Respecting human rights

Human rights due diligence procedures Oekom Research  

Major controversies relating to human rights Oekom Research  

Policy on human rights Oekom Research  

Avoiding and combating cor-
ruption

Avoiding and combating corruption MSCI

Business Ethics MSCI

Code of business ethics Oekom Research  

Compliance procedures Oekom Research  
Major controversies relating to business ethics Oekom Research  

TOPIC METRIC VENDOR

Supporting ongoing employee 
training

Strategic training management Oekom Research 
Supporting ongoing employee training MSCI

Committing to responsible/
value-based pricing Not available

Investing and participating 
in precompetitive scientific 
research

Not available

Investing in disease and 
treatment education Not available

Minimizing impact of 
products and packaging Not available

Reducing spread of 
counterfeit drugs Not available

Avoiding anticompetitive 
behavior Not available

Maximizing impact of 
corporate giving programs Not available

Providing support in 
humanitarian crises Not available

Supporting local community 
development Not available
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Ensuring a responsible 
environmental footprint

Certification of the environmental management system to an 
international standard Oekom Research  

Energy efficiency MSCI
Ensuring responsible environmental footprint MSCI
Minimizing carbon intensity in reserves MSCI
Position on climate change Oekom Research  

Environmentally responsible 
sourcing 

Environmental standard for the sourcing of renewable raw materials 
and/or bio-based products Oekom Research  

Environmental supplier standard Oekom Research  
Procedures to ensure compliance with the environmental standard for 
the sourcing of renewable raw materials and/or bio-based products Oekom Research  

Procedures to ensure compliance with the environmental supplier 
standard Oekom Research  

Implementing fair and 
responsible compensation 
practices

Position on non-regular employment Oekom Research  

Public disclosure of CEO-to-employee compensation ratio Oekom Research  

Promoting employee safety

Certification of the health and safety management system to an 
international standard Oekom Research  

Health and safety management system Oekom Research  
Implementation of a health and safety management system Oekom Research  

Promoting transparent lob-
bying

Political contributions Oekom Research  
Transparency on participation in public policy making and lobbying 
activities Oekom Research  

Promoting workplace 
flexibility

Dependant care and special leave Oekom Research  
Workplace flexibility and working time reduction Oekom Research  

Protecting and promoting 
equal opportunity

Gender distribution Oekom Research  

Measures to promote equal opportunities and diversity Oekom Research  

Policy on non-discrimination Oekom Research  

Socially responsible sourcing

Measures to enable key suppliers to safeguard labor rights and improve 
working conditions Oekom Research  

Procedures to ensure compliance with the supplier standard on labor 
rights and working conditions Oekom Research  

Supplier standard with regard to labor rights and working conditions Oekom Research  

Supporting ongoing employee 
training

Strategic training management Oekom Research  

Supporting ongoing employee training MSCI

Investing in direct economic 
and capacity support (e.g., 
infrastructure) 

Not available

Investing in energy efficiency 
education for end users Not available

Investing in science education 
to build talent and labor 
pipeline 

Not available

Providing direct support to 
communities with particularly 
vulnerable populations

Not available

Supporting economic 
development Not available

Supporting emergency 
preparedness and response Not available

Avoiding anticompetitive 
behavior Not available

Maximizing impact of 
corporate giving programs Not available

Providing support in 
humanitarian crises Not available

Supporting local community 
development Not available

TOPIC METRIC VENDOR

Oil and Gas (continued)
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Retail and Business Banking
TOPIC METRIC VENDOR

Ensuring fair debt collection Responsible treatment of clients with debt repayment problems Oekom Research

Ensuring fair selling practices Measures to ensure responsible sales practices Oekom Research

Integrating environmental fac-
tors into credit risk analysis

Environmental aspects in the retail credit rating process Oekom Research

Integrating environmental factors into credit risk analysis MSCI

Investing in organizations 
promoting social development

Socially responsible investment products and services Oekom Research

Volume of strict and diligently-selected socially responsible investments Oekom Research

Promoting financial inclusion
Equal access to financial services Oekom Research

Social financial services Oekom Research

Securing business and 
personal data

Certification of the information security management system to an 
international standard Oekom Research

Implementation of an information security management system Oekom Research

Measures to ensure customer security Oekom Research

Securing business and personal data MSCI

Avoiding and combating cor-
ruption

Avoiding and combating corruption MSCI

Business Ethics MSCI

Code of business ethics Oekom Research

Compliance procedures Oekom Research

Major controversies relating to business ethics Oekom Research

Ensuring a responsible 
environmental footprint

Certification of the environmental management system to an 
international standard Oekom Research

Energy efficiency MSCI

Ensuring responsible environmental footprint MSCI

Minimizing carbon intensity in reserves MSCI

Position on climate change Oekom Research

Environmentally responsible 
sourcing

Environmental standard for the sourcing of renewable raw materials 
and/or bio-based products Oekom Research

Environmental supplier standard Oekom Research
Procedures to ensure compliance with the environmental standard for 
the sourcing of renewable raw materials and/or bio-based products Oekom Research

Procedures to ensure compliance with the environmental supplier 
standard Oekom Research

Implementing fair and 
responsible compensation 
practices

Position on non-regular employment Oekom Research

Public disclosure of CEO-to-employee compensation ratio Oekom Research

Promoting employee safety

Certification of the health and safety management system to an 
international standard Oekom Research

Health and safety management system Oekom Research

Implementation of a health and safety management system Oekom Research

Promoting transparent lob-
bying

Political contributions Oekom Research
Transparency on participation in public-policy making and lobbying 
activities Oekom Research

Promoting workplace 
flexibility

Dependant care and special leave Oekom Research

Workplace flexibility and working time reduction Oekom Research

Protecting and promoting 
equal opportunity

Gender distribution Oekom Research

Measures to promote equal opportunities and diversity Oekom Research

Policy on non-discrimination Oekom Research

Socially responsible sourcing 

Measures to enable key suppliers to safeguard labor rights and improve 
working conditions Oekom Research

Procedures to ensure compliance with the supplier standard on labor 
rights and working conditions Oekom Research

Supplier standard with regard to labor rights and working conditions Oekom Research
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Supporting ongoing employee 
training

Strategic training management Oekom Research

Supporting ongoing employee training MSCI

Developing training and 
outreach programs to support 
students and build talent 
pipeline

Not available

Ensuring responsible 
stewardship of data Not available

Maximizing benefit of 
government-mandated 
financial community 
contributions

Not available

Promoting financial education Not available

Promoting SMEs Not available

Shaping regulatory 
environment and policy Not available

Supporting organizations 
promoting  climate action Not available

Avoiding anticompetitive 
behavior Not available

Maximizing impact of 
corporate giving programs Not available

Providing support in 
humanitarian crises Not available

Supporting local community 
development Not available

Technology

TOPIC METRIC VENDOR

Securing business and 
personal data

Certification of the information security management system to an 
international standard Oekom Research

Implementation of an information security management system Oekom Research

Measures to ensure customer security Oekom Research

Securing business and personal data MSCI

Avoiding and combating cor-
ruption

Avoiding and combating corruption MSCI

Business Ethics MSCI

Code of business ethics Oekom Research

Compliance procedures Oekom Research

Major controversies relating to business ethics Oekom Research

Ensuring a responsible 
environmental footprint

Certification of the environmental management system to an 
international standard Oekom Research

Energy efficiency MSCI

Ensuring responsible environmental footprint MSCI

Minimizing carbon intensity in reserves MSCI

Position on climate change Oekom Research

TOPIC METRIC VENDOR

Retail and Business Banking (continued)
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Technology (continued)

Environmentally responsible 
sourcing

Environmental standard for the sourcing of renewable raw materials 
and/or bio-based products Oekom Research

Environmental supplier standard Oekom Research

Procedures to ensure compliance with the environmental standard for 
the sourcing of renewable raw materials and/or bio-based products Oekom Research

Procedures to ensure compliance with the environmental supplier 
standard Oekom Research

Implementing fair and 
responsible compensation 
practices

Position on non-regular employment Oekom Research

Public disclosure of CEO-to-employee compensation ratio Oekom Research

Promoting employee safety

Certification of the health and safety management system to an 
international standard Oekom Research

Health and safety management system Oekom Research

Implementation of a health and safety management system Oekom Research

Promoting transparent lob-
bying

Political contributions Oekom Research

Transparency on participation in public-policy making and lobbying 
activities Oekom Research

Promoting workplace 
flexibility

Dependant care and special leave Oekom Research

Workplace flexibility and working time reduction Oekom Research

Protecting and promoting 
equal opportunity

Gender distribution Oekom Research

Measures to promote equal opportunities and diversity Oekom Research

Policy on non-discrimination Oekom Research

Socially responsible sourcing

Measures to enable key suppliers to safeguard labor rights and improve 
working conditions Oekom Research

Procedures to ensure compliance with the supplier standard on labor 
rights and working conditions Oekom Research

Supplier standard with regard to labor rights and working conditions Oekom Research

Supporting ongoing employee 
training

Strategic training management Oekom Research

Supporting ongoing employee training MSCI

Advocating open access to 
technology and the internet Not available

Creating inclusive products Not available

Developing technology 
products and services that 
help protect the environment

Not available

TOPIC METRIC VENDOR
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Valuation Analysis 

INDUSTRY TOPIC
DIFF. BETWEEN 

TOP QUINTILE AND 
MEDIAN (%)

T-STAT (STAT. SIG. 
IF |T|>1.96)

Consumer packaged 
goods

Conserving water 5 3.08

Ensuring a responsible environmental footprint 4 3.08

Implementing  a food safety management program 7 2.28

Biopharmaceuticals

Avoiding and combating corruption 4 2.14

Conducting ethical human clinical trials 16 2.09

Preventing mistreatment of animals 31 4.52

Promoting employee safety 16 2.68

Promoting transparent lobbying 18 3.14

Protecting and promoting equal opportunity 28 3.43

Socially responsible sourcing 20 2.01

Oil and gas

Avoiding and combating corruption 12 3.21

Maintaining process-oriented health and safety programs 21 6.21

Reducing impact on biodiversity, water, and ecology 18 2.94

Retail and business 
banking*

Ensuring a responsible environmental footprint 11 1.93

Integrating environmental factors into credit risk analysis 4 1.72

Securing business and personal data 8 1.73 

*In banking, no individual topics had a statistically significant correlation with valuation multiples. However, when analyzed collectively, the topics 
were statistically significant. For this reason, we have included in the table the individual topics that were closest to having statistical significance.

Developing training and 
outreach programs to support 
students and build talent 
pipeline

Not available

Leveraging data for social 
good Not available

Making existing products 
inclusive Not available

Avoiding anticompetitive 
behavior Not available

Maximizing impact of 
corporate giving programs Not available

Providing support in 
humanitarian crises Not available

Supporting local community 
development Not available

TOPIC METRIC VENDOR

表 3

Technology (continued)
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Margin Analysis

INDUSTRY TOPIC FUNDAMENTAL

AVERAGE MARGIN 
PREMIUM OF TOP VS. 
MEDIAN PERFORM-

ERS (PP)

T-STAT 
(STAT. SIG. 
IF |T|>1.96)

Consumer packaged 
goods

Conserving water
EBITDA margin 3.1 4.03

Gross margin 5.5 3.36

Ensuring a responsible environmental 
footprint

EBITDA margin 1.3 4.88

Gross margin 3.3 5.82

Limiting negative effects on biodiversity 
and ecology EBITDA margin 3.0 2.54

Minimizing impact of products and 
packaging

EBITDA margin 4.1 5.34

Gross margin 12.4 8.52

Promoting employee safety Gross margin 3.3 2.61

Socially responsible sourcing Gross margin 4.8 3.11

Biopharmaceuticals

Conducting ethical human clinical trials
EBITDA margin 6.1 3.45

Gross margin 6.3 3.11

Expanding access to drugs
EBITDA margin 8.2 4.08

Gross margin 6.7 2.72

Promoting employee safety 
EBITDA margin 4.6 2.28

Gross margin 4.8 2.07

Promoting transparent lobbying EBITDA margin 5.6 3.49

Oil and gas

Maintaining process-oriented health and 
safety programs EBITDA margin 3.4 2.23

Supporting ongoing employee training
EBITDA margin 8.2 5.30

Gross margin 6.3 2.78

Retail and business 
banking

Avoiding and combating corruption Net income margin 2.3 5.36

Ensuring fair debt collection Net income margin 0.5 3.53

Ensuring fair selling practices Net income margin 0.4 3.61

Environmentally responsible sourcing Net income margin 3.4 2.67

Integrating environmental factors into 
credit risk analysis Net income margin –3.3 –3.6

Promoting financial inclusion Net income margin 0.5 3.61

Protecting and promoting equal 
opportunity Net income margin –3.1 –2.12

表 4
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本冊子に収録した論考の原典、および文中でご紹介した論考はbcg.comでご覧いただけます。
https://www.bcg.com/ja-jp/default.aspx

弊社では、企業経営に関するさまざまなテーマについてコンサルティングサービスを提供しております。
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