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レピュテーショナル・リスクニュース ＜2014 No.1＞ 
 

 

第 8 回「レピュテーショナル・リスクを考える」セミナー報告 

 

 

2014年 2月 28日、当社が事務局として活動するレピュテーショナル・リスク研究会主催、三井住友

海上保険株式会社共催、WICI Japan 協力により、第 8 回「レピュテーショナル・リスクを考える」セ

ミナーを開催した。セミナーのテーマは、「レピュテーショナル・リスクをどうマネージメントするか」。

オムロン株式会社 執行役員 経営 IR 室長の安藤聡氏に「オムロンにおける統合報告の取り組み～ス

テークホルダー目線での情報発信～」との題目で基調講演いただき、続いて当社の江尻明隆コンサル

ティング第二部 BCM 第一グループ長がレピュテーショナル・リスク対策として「企業活動の実態評価

モデルの解説とその活用」を解説した。今回のレピュテーショナル・リスクニュースでは、このセミ

ナーの概要を報告する。 

 

１．「オムロンにおける統合報告の取り組み～ステークホルダー目線での情報発信～」 

 

 安藤氏は、前半では、「オムロンの企業理念経営」、後半では、「オムロンの IR 活動」と題され、IR

責任者として実際の活動実態に則したオムロン株式会社の取り組み内容について講演された。各項目

の要旨は以下のとおりである。  

 

冒頭、レピュテーショナル・リスクのコントロールについては、①必要かつ十分な説明責任を果た

すこと、②自分自身の考え方、論理が世間一般の常識と比べてずれていないかについて事前に極力周

到にシュミュレーションすること、その上で、③事後においても自戒を込めて常に自問自答をしなが

ら説明責任を果たすことと考えると述べられた。少数の意見に真摯に耳を傾けつつも、サイレントマ

ジョリティーの意見がどの辺にあるかを推察するセンス、能力を研ぎ澄ますことが極めて重要である

と主張された。 

 

「オムロンの企業理念経営」 

初めに、オムロンの事業内容を紹介され、オムロンは、「企業は社会の公器である」という企業理念

のもとで、「安心・安全・健康・環境」といった事業ドメインにおいて「センシング＆コントロール技

術」を成長エンジンとして「社会が潜在的に抱えるニーズ」をいち早く捉え、「グローバルに、かつフ

ェアな」事業運営を目指す企業グループであることが特徴であると述べられた。オムロンが、よりグ

ローバルな企業を目指した節目として、1990 年に創業家の強い意志のもと社名を立石電機から、当時

海外ブランドネームとして使用していた「オムロン」に変更したことをあげられた。そして、血圧計

などの B to C分野 のヘルスケア事業の馴染みが深いが、実際は、制御機器や電子部品などの B to B 

の事業が 89％を占めていることや現在の売上高や営業利益も海外の比重が増加しており、かなりグロ

ーバル化がすすんだ企業であることを紹介された。 

特に、企業理念については、1959年に制定された「われわれの働きで われわれの生活を向上し よ

りよい社会をつくりましょう」という社憲が脈々と生きており、2006 年にこれを再構築して制定した

「企業は社会の公器である」との企業理念が、役員から社員まで浸透していると述べられた。また、

ステークホルダーとの誠実な対話と信頼関係の構築を重視した経営を行うことを「経営指針」の中で

宣言していることを強調された。 
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企業価値向上に対する考え方としては、個人、組織、社会が生き続けていくためには、「夢」、「誇り」、

「自信」が必要であり、 経済的価値「自信」と社会的価値「誇り」を共にバランスよく高めていくこ

とが企業価値の最大化につながると考えているとされた。 

また、企業理念経営の最後の項目として、オムロンは、経営の羅針盤としている「ＳＩＮＩＣ理論」

（未来予測理論）を用いて世の中の動きを予測し、それをベースに１０年毎に長期経営ビジョンを策

定していることを紹介された。 

 

「オムロンの IR 活動」 

オムロンの IRビジョンは、「広げる。創る。対話する。株主とオムロンの明日のために。」と紹介さ

れ、オムロンの IRが目指すのは、①オムロンが地球価値を創造し提供する将来の姿をグローバル資本

市場に適正に評価されること、②オムロンの認知を広げ、グローバルに投資家と対話し、良好な関係

を創り、信頼関係を構築すること、③地球価値創造により生み出された利益を、株主とオムロンが永

続的に享受できることの 3 つであるとされた。その上で、実現したい姿は、オムロンの企業価値と株

価のベストマッチング、基本スタンスは、株主と経営の双方の視点に立ち、「バランス」、「公平性」、

「即時性」を徹底することであると主張された。 

講演では、2012 年度「IR優良企業大賞」（日本 IR協議会）を受賞していることも披露された。 

オムロンの IR活動における注力ポイントとして、次の 3つを紹介された。①さらなる戦略的かつ効

果的ＩＲ活動の実践として、「ターゲティング」による能動的活動を推進していること。具体的には、

外部コンサルタントに委託した年 2 回の株主判明調査結果やターゲティングデータなどを元に、国内

外機関投資家とのきめ細かなコミュニケーションを実施、②平時における多面的情報開示の強化策と

して、有事を想定したＥＳＧを含めた情報開示の充実を目指していること。具体的には、「統合レポー

ト」などによるリスク情報開示のレベルアップを図っている、③投資家とのコミュニケーション手法

の高度化として、資本コストを意識し、ROIC を経営管理指標とした事業ポートフォリオマネジメント

の実践と、投資家との対話を通じて「エンゲージメント」を強化していること。結果として、投資家

とのコミュニケーションが格段に良くなってきた。また、ROIC などの経営指標を社員にも認識させる

取り組みを行い、全社をあげて企業価値を高める努力をしていることも紹介された。 

統合レポートについては、その目的を戦略的情報開示による全ステークホルダーとの信頼関係の構

築と中長期にオムロン株式を保有する安定株主の獲得を目指すこととし、財務／非財務情報を「融合」

した自発的な情報開示により企業の持つ本源的な価値を正しく伝えることが重要であると説明された。

さらに、従来の財務情報中心のアニュアルレポートは、主に過去から今の姿を伝えるのに対して、財

務情報に ESG を含めた非財務情報を融合させた統合レポート（統合報告）は、企業の将来の姿を想起

させるものであると主張された。 

また、企業においても財務情報と非財務情報を融合させる重要性や必要性が認知され始めたが、ア

ニュアルレポートと CSR レポートを一緒にしただけでは単なる「合本」であり、財務情報と非財務情

報の関連性（コネクティビティ）を十分に説明しなければ統合報告として意味がないことを主張され、

統合レポートの編集責任者として大きなチャレンジであるとされた。 

 

最後に、「政府、具体的には、経済産業省、内閣府、内閣官房、金融庁などは挙って、日本企業に対

して統合報告の作成を促すための様々な啓発活動、普及活動を行っている。一社でも多くの企業が統

合報告の作成にチャレンジすれば、日本企業が得意としている長期的経営視点に立った持続的な価値

創造プロセスを、特に海外のステークホルダーに向けて訴求できると期待している。企業には組織の

壁、マンパワー、予算など幾つかのハードルがあるが、統合報告を作成したことによって、直接的、

間接的な効果が得られる。ぜひチャレンジしていただきたい。」旨述べられて講演を締めくくられた。 
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２．「企業活動の実態評価モデルの解説とその活用」 

 

 当社の江尻グループ長は、レピュテーショナル・リスク対策として、レピュテーショナル・リスク

の定義を解説し、当社が実施した第 5 回パーセプション調査概況を報告するとともに、公開されてい

る企業情報から企業のリアリティを評価するモデルの解説とその活用方法について紹介した。第 5 回

パーセプション調査については、前号のレピュテーショナル・リスクニュース<2013年度第 3 号> で詳

報しているため、本稿では割愛する。 

 

「レピュテーショナル・リスク」 

講演では、レピュテーションとは、「評判、名声」といったよいイメージに限らず、企業・組織・個

人・地域などに対してステークホルダーが抱いている認識全体とした上で、レピュテーショナル・リ

スクとは、ステークホルダーが企業に抱く「実態認識」・「期待」（パーセプション）と、その企業の「現

実姿」・「期待の実現性」（リアリティ）との間に生じる認識ギャップ」を拡大させる要因のうち、許容

範囲を超えるもので、合理的に予測できないものと定義していることを解説した。 

 

「企業活動の実態評価モデル」 

 講演では、簡易リアリティ評価モデルは、企業活動の実態をとらえるモデルであり、自社の活動実

態を客観的に評価する上で、非財務情報を中心にした各種情報発信の内容から推し量るアプローチ手

法を採用していると説明、その上で潜在的なレピュテーション・リスクをも同モデルで明らかにする

ことができると主張した。 

講演で示された具体的な評価手法は以下のとおり。 

 

STEP１：企業の公開情報（統合報告書、CSR レポート、アニュアルレポート、HP など）から、リアリ

ティの評価対象項目に関する情報を収集。 

STEP２：リアリティを評価指標に即して評価。 

STEP３：パーセプションとリアリティをそれぞれグラフ化。 

 

※評価項目は、図１のとおり。各社の情報開示状況を調査の上、レピュテーショナル・リスク研究会

で独自作成した。評価項目について、評価指標に則して 2段階（2点、0 点）もしくは 3段階（3点、

1 点、2 点）で評価、網掛けの評価項目を 3段階評価している。国内指標だけでなく、グローバルな

評価指標も含めている。 

※パーセプションの評価数値は、パーセプション調査の結果より、各企業活動項目で「肯定的」評価

の割合を、リアリティ評価数値は、各評価項目における評価数値の得点割合を使用している。 

※リアリティの評価項目は、パーセプション調査の評価項目と同じカテゴリーで比較しているが、全

く同じ評価項目でないため、グラフ化においては、（パーセプションの評価総計平均値＋リアリティ

評価総計平均値）の平均値を算出し、パーセプション、リアリティの各評価数値を等倍縮する補正

を行っている。 
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カテゴリ ＃ 評価項目 カテゴリ ＃ 評価項目

A) コーポレートガバナンス 1
社内横断の委員会組織が設置されている

C) 労働環境 21
海外研修制度

A) コーポレートガバナンス 2
内部統制推進の専門部署が設置されてい
る

C) 労働環境 22
選抜研修制度

A) コーポレートガバナンス 3
社外取締役が選任されている

C) 労働環境 23
従業員満足度調査の実施

A) コーポレートガバナンス 4
社外取締役が会議に参加している

C) 労働環境 24
技術者育成（技能大会への参加）

A) コーポレートガバナンス 5
委員会設置会社（監査委員会、報酬委員
会、指名委員会等）である

C) 労働環境 25
ワークライフ・バランス方針

A) コーポレートガバナンス 6
社是・経理理念が明確である

C) 労働環境 26
子育て支援制度

A) コーポレートガバナンス 7
ステークホルダーとのコミュニケーションをと
る機会が設けられている

C) 労働環境 27
相談窓口（メンタルヘルス、健康サポート）
の有無

A) コーポレートガバナンス 8
社長が積極的にCSR活動に参加している

C) 労働環境 28
労働事故による死亡率、負傷率

A) コーポレートガバナンス 9
経営ビジョン（事業環境の優位性、ビジネ
スモデル、等）が記載されている

C) 労働環境 29
従業員回転率（従業員離職率）

A) コーポレートガバナンス 10
ソーシャル・イシューに関わる記載がある

D) 環境 30
ＩＳＯ１４０００の認証を取得している

A) コーポレートガバナンス 11
中長期計画が策定されている

D) 環境 31
リサイクルの取り組みを実施（３Ｒ）

A) コーポレートガバナンス 12
アニュアル・ＣＳＲレポートが開示されてい
る

D) 環境 32
環境関連法令違反の開示

A) コーポレートガバナンス 13
ＣＳＲの実績データの一覧がある

D) 環境 33
ＣＯ２排出削減

A) コーポレートガバナンス 14
ＧＲＩを順守している

D) 環境 34
VOC（NOX、SOX）排出量

B) 人権・文化・慣習 15
女性の登用

D) 環境 35
＜主にメーカー対象＞
水資源使用削減

B) 人権・文化・慣習 16
外国人雇用

D) 環境 36
＜主にメーカー対象＞
水資源のリサイクル率

B) 人権・文化・慣習 17
ダイバーシティ方針が示されている

D) 環境 37
＜主にメーカー対象＞
地下水の利用

B) 人権・文化・慣習 18
障碍者雇用の実施

D) 環境 38
環境方針がある

B) 人権・文化・慣習 19
障碍者雇用促進取り組みが行われている
（特例子会社の設立、技能大会実施等）

D) 環境 39
中期環境計画

C) 労働環境 20
階層別研修制度（技能テスト・試験含む）

D) 環境 40
生物多様性への取り組み

 
カテゴリ ＃ 評価項目 カテゴリ ＃ 評価項目

D) 環境 41
環境保全（森林、生物、モーダルシフト、
ゼロエミッション、等）への取り組み

H) 社会問題の解決 61
社会問題の解決への取り組み
（交通安全指導、食育等）

D) 環境 42
環境型商品の開発

H) 社会問題の解決 62
社会問題解決を目的とした財団の設立

D) 環境 43
環境会計

H) 社会問題の解決 63
被災地支援の制度、実績

E) 倫理・コンプライアンス 44
推進専門組織がある

H) 社会問題の解決 64
街づくりへの貢献（スマートシティ）

E) 倫理・コンプライアンス 45
通報制度がある

H) 社会問題の解決 65
スポーツ・芸術活動

E) 倫理・コンプライアンス 46
方針が策定されている

H) 社会問題の解決 66
ボランティア活動（街の美化、環境取り組
み、社員活動等）

E) 倫理・コンプライアンス 47
社内で研修が実施されている

H) 社会問題の解決 67
地域との交流（社屋見学、イベントの実施
等）

E) 倫理・コンプライアンス 48
社内モニタリング、点検活動が実施されて
いる

H) 社会問題の解決 68
国連グローバルコンパクト加盟

E) 倫理・コンプライアンス 49
ソーシャルメディアポリシーが定められてい
る

I) 取引先との関係 69
ＣＳＲ調達

F) リスク・危機管理 50
ＢＣＰ策定

I) 取引先との関係 70
取引先とのコミュニケーションに関する自
社の対応

F) リスク・危機管理 51
平常時のリスクマネジメント規程、ルールの
策定

I) 取引先との関係 71
サルティナビリティ、サプライヤーガイドライ
ンの開示

F) リスク・危機管理 52
緊急時の初動マニュアル、危機対応ルー
ルの策定

J) 財務実績 72
純資産比率が高い

F) リスク・危機管理 53
第三者認証、もしくは同等のマネジメント
システムをもっている

J) 財務実績 73
有利子負債依存度が低い

F) リスク・危機管理 54
クレーム対応体制

J) 財務実績 74
流動比率が高い

F) リスク・危機管理 55
リスクマネジメント推進専門組織
（ＣＳＲに関する組織と同じでもよい）

J) 財務実績 75
売上高営業利益率

G) 製品・サービス 56
社内の品質改善に向けた活動の有無

J) 財務実績 76
自己資本利益率（ROE）が業界比で高い

G) 製品・サービス 57
品質に関して第三者評価を受けている（Ｉ
ＳＯその他の認証規格の取得）

J) 財務実績 77
総資産利益率(ROA）が業界比で高い

G) 製品・サービス 58
品質管理方針の策定

J) 財務実績 78
資本コストが適正である

G) 製品・サービス 59
ユニバーサルデザインの導入

G) 製品・サービス 60
お客様の声のモニタリング実施

図１：企業活動の実態評価モデルの評価項目 
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講演では、この簡易リアリティ評価モデルに従って評価した自動車、携帯、食品、トイレタリー・

化粧品、百貨店業界の評価結果をそれぞれ解説したが、ここでは、食品業界の評価結果を紹介する。 

 

   

図２：食品業界の評価結果 

 

講演では、２つのグラフがおりなすカタチに注目することが重要であり、パーセプション（青線）

とリアリティ（赤線）のギャップが潜在的なレピュテーショナル・リスクであると考えているとした

上で、A社と B社の特徴を解説した。 

 

＜講演の中で主張されたポイント＞ 

・パーセプションのカタチは、A社と B社似ている。パーセプションは、一般の消費者のアンケートに

基づいているので、食品業界に対して同じようなイメージを持っているといえる。 

・パーセプションのカタチは、製品・サービスのイメージが先行した「とんがり型」。 

・両社ともパーセプションの得点率は 40％前後で、一般消費者からの信頼が高い企業。 

・リアリティの得点率は、40～80％。 

・A 社のリアリティは、歪なカタチをしているが、特定トピックに重点を置いた情報開示を行っている

ため、このようなカタチになっていると考えられる。一方、B 社のリアリティは、万遍なく情報開示

を行っているため、丸型に近いカタチをしている。情報開示の仕方、分量、見せ方で両者のリアリ

ティのカタチに違いがでていると考えられる。 

・両社とも製品・サービスのパーセプションがリアリティより高く、商品イメージが先行していると

考えられる。 

・両社ともリスク・危機管理については、リアリティの方が高く、実際行っていることが、消費者に

届いていないと考えられる。 

・A社は、財務状況が良く、リアリティに反映しており、また、B社は、取引先との関係でリアリティ

が高いが、両者ともその実態がパーセプションに反映していないと考えられる。 

 

続いて、パーセプション調査、リアリティ評価モデルを自社の中でいかに活用していくかについて、

次の 3つの観点から提言を行った。 

（１）情報開示だけを工夫するのではなく、女性社員を積極に登用する（役員への抜擢、役職増設な

ど）、ダイバーシティ方針を策定し関連施策を実行する、高いパフォーマンスにある財務体質を維持す

るなど、様々な企業活動を総括的に評価して、メリハリの利いた取り組みと見直しを図ること。 

（２）ダイバーシティ方針を策定して取り組みを広報冊子に掲載する、統合報告書を策定し、幅広く

企業実態を知ってもらう、個々のステークホルダーを意識して、HP、SNS、冊子など多様な媒体を活用
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して活動実態をアピールしていくなど、多様な情報発信媒体を使った戦略的な情報発信を目指すこと。 

（３）潜在的なレピュテーショナル・リスクを把握し、ギャップを解消すること、具体的には、社内

パーセプションデータとの照合によってリアリティとのギャップを浮き彫りにして、ギャップのある

部分についての原因、背景を分析、活動内容を見直すか社外情報のあり方を見直すことでギャップの

解消を図ること。 

 

最後に、本日のまとめとして、企業の実態をよりわかりやすくステークホルダーに知ってもらうた

めに、非財務情報の情報発信が大事であること、定期的に、パーセプションとリアリティのギャップ

（潜在的なレピュテーショナル・リスク）を把握し、必要な対策を検討することが望まれること、こ

れまでの企業活動の実態の見直しを検討する材料としてリアリティ評価を実施し、会社全体（組織横

断）で今後の取り組みを協議していくことが望まれることを述べて講演を締めくくった。 

                                                以上 
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