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１．はじめに
　本研究では、「ステークホルダーマネジメントとリスクマネジメントの接点」
に焦点をあて、これを理論と実態の双方からアプローチする。以下次節では、研
究背景としてステークホルダーマネジメントをリスクマネジメントの視点から扱
う意義を論じたうえで、三節で近年の研究から、リスクマネジメントのプロセス
にステークホルダーマネジメントの視点を考慮する際の視点等を整理する。次に
実態面から、企業のリスクマネジメントの取り組みにどこまでステークホルダー
マネジメントの視点が反映されているかを探るため、（1）リスクマネジメントに
関する取り組み状況とステークホルダーエンゲージメントの関係と、（2）企業が
開示している事業リスク情報に着目した場合のステークホルダーに起因するリス
クの記載割合と記載方法の関係、（3）さらにそれらと、対象企業の業績との関係
について分析し、考察を行う。最終節では結論と本研究の課題、今後の展望を論
じる。

２．研究背景
　伝統的なリスクマネジメントの議論では、リスクが発生する前のプロセスに着
目し、発生確率と影響度からリスクを評価し、それを回避するためにどのような
プロセスが必要であるかに焦点をあてる傾向があった。そのため、重要なステー
クホルダーを特定し、経営戦略との関係を考慮し、その満足度を高めることで持
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続的な企業の発展につながる方策を模索することに主眼を置いていた（Freeman
＆Fillips, 2002）ステークホルダーマネジメントとでは、目的の捉え方や扱う
フェーズが異なり、求められるコミュニケーションも異なると認識されていたよ
うに思われる。しかし近年のリスクマネジメントの議論において、リスクを企業
にネガティブな影響を与える「損失」として捉えるのではなく「目的への不確実
性の影響」と捉えたうえで、企業にポジティブな影響を与える機会についても検
討するようになり、またリスクマネジメントと経営戦略の関係が強く意識される
ようになったことから、概念的な接近が見られる。そこであらためてリスクマ
ネジメントにステークホルダーを考慮する意義を考えてみると、リスク１）の影
響を受ける、あるいは発生原因となるステークホルダーを特定することで、リス
クに対する認識を深め、その評価に寄与する（Ndlela, 2009: pp.55）だけでなく、
リスク管理の手段としても、その対処方針をステークホルダーに応じて設計する
ことや、リスクマネジメントのプロセスにステークホルダーを関与させることで、
様々な関心や価値に対応したマネジメントが可能になる（Jardine, 2008）。特に、
コミュニケーションなどを通じてステークホルダーと良好な関係を築くことをも
ターゲットとするステークホルダーマネジメントは、リスクコミュニケーション
としての機能を果たす可能性を有しており、後述するように重要なステークホル
ダーを特定する際に、ステークホルダーの態度から、協力的ステークホルダーと
非協力的なステークホルダーを識別し、負の影響を与えるステークホルダーに対
して働きかけ、支援者に変えること（Ndlea, 2019: pp.32）も可能になる。これは
長期的な意味で、ステークホルダーに起因するリスクの発生確率や損失をコント
ロールすることに寄与する。
　以上のように、二つの理論の接点を意識し、リスクマネジメントにステークホ
ルダーを考慮することには様々なメリットがある。しかし学術的にこの二つの理
論の関係を整理し、どのような視点でステークホルダーマネジメントの視点を考
慮するかを論じた研究は、Ndlea（2019）など極めて限られている。そこでまず、
この二つの理論の検討から行うため、二つの理論の定義、プロセスの類似性と差
異、統合の可能性を検討する必要がある。次にそれを現実に国内企業に適用する
ためには、国内企業においてステークホルダーやリスクとしてどのような対象が

１）リスクの定義については、本学会の所属する研究者の間でもすでに多くの議論の蓄積がある。ここ
では、リスク評価が行われる事を前提として、それを「事象の発生可能性」であり、かつ「意思決定
時の予想と結果の差異」（吉川, 2007）と捉える。また近年のマネジメントの議論が、リスク評価とリ
スク管理を分けて個別に議論するのではなく、連動したプロセスの中で捉えたうえで、経営との関係
を含めて分析される傾向があることを踏まえている（前褐, 2007）。
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認識されているかを把握したうえで、それぞれの取り組み状況と相関なども考慮
する必要がある。

３．研究目的と研究方法
　本研究では、「ステークホルダーマネジメントとリスクマネジメントの接点に
ついて理論面からの整理を行うと同時に、その取組み状況の関連と、事業リスク
におけるステークホルダーに起因するリスクの記載に着目して、記載企業の割合
や、企業業績との関係を分析する事で、国内企業におけるそれぞれのマネジメ
ントの接点について実態面からもアプローチする」事を目的とする。文献サーベ
イでは、最近出版された海外の関連書籍やScience directによる検索を通じて得
られた文献から、マネジメントのプロセスのどこでこの二つの理論が関係するか
の観点から整理する。また、後半のデータ分析では、国内企業における取り組み
状況について東洋経済（2021）のデータに基づき、ステークホルダーエンゲージ
メントとリスクマネジメントの取り組みの相関に着目し、前者の代理変数を林

（2020）にならい、①ステークホルダーエンゲージメントの開催の有無、②ステー
クホルダーエンゲージメントを開催しその内容をCSRレポートで報告の有無の２
項目を収集し、それと、リスクマネジメントの取り組みとの相関関係の分析を行
なう。また事業リスク情報の記載内容の分析では、製造業と非製造業、製造業で
も消費者との接点が多い消費財メーカー、生産財メーカーとではリスクやマネジ
メントが異なり、ステークホルダーの関心対象やその水準にも違いがあると考え、
消費財メーカー 128社、生産財メーカー 146社からサンプルを構成する。また事
業リスクについて、2021年の有価証券報告書の記載からその方法やステークホル
ダーに起因するリスクを抽出した。なお、ステークホルダーに起因するリスクに
は、（1）提携・企業買収などステークホルダー関係の改編の実施に伴い発生する
リスク（2）取引関係で特定の企業に依存する場合や、取引先の経営破綻の可能
性など調達・販売等のリスク（3）人材の確保や多様な働き方を実施するための
人事制度に関するリスクの三つを取り上げる。財務情報の収集は日経バリュー
サーチを利用して2016-2019年の決算資料から連結のROA（総資本営業利益率）、
総資産回転率（売上高/総資産）のデータを取得し、浅羽（2005）を参考に、そ
の変化値から業界平均値の変化値を差し引くことで、業界平均と比べた個別企業
のパフォーマンスの変化を分析対象とした。
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４．先行研究
　本研究で行う研究サーベイは、二つの目的で行う。まず一つは、ステークホル
ダーマネジメントとリスクマネジメントの接点を扱った研究のサーベイであり、
もう一つは、事業リスク情報の分析を行うために事業リスク情報の開示方法や内
由と効果などを扱った研究のサーベイである。

４．１　ステークホルダーマネジメントとリスクマネジメントに関するサーベイ
　ステークホルダーに、どのような対象を含めるかについては議論があり、従業
員や顧客、株主、取引先といった対象が含まれることには疑う余地がないが、地
域住民や政府の監督官庁、国際機関なども場合によっては含めて捉えられる場合
も多い２）。ただその場合でも企業経営にとって重要なステークホルダーをある程
度識別する必要があり、例えば企業の事業活動に影響を与える第一次的ステーク
ホルダーと、企業の事業活動によって直接的・間接的な影響を被る第二次的ステー
クホルダーに区分する（Post, Preston and Sacks, 2002）方法がある。そのうえで、
ステークホルダーマネジメントは、企業組織の成功のためにはステークホルダー
と良好な関係を構築することが不可欠であるという視点に立ち、重要なステーク
ホルダーが誰かを特定し、企業戦略と関連付けるとともにステークホルダーの
満足度を高めるために適切なマネジメントを行う意義を強調する（Freeman＆
Fillips, 2002）。プロセスはステークホルダーの特定、分析、計画策定、エンゲー
ジメントの四つで構成される（e.g, Polonsky, 1996）が、特に重要なのは、ステー
クホルダーの特定と、コミュニケーション手段を通じたエンゲージメントの部分
である。
　まず、その特定について、同アプローチでは、多くのステークホルダーの中で、
それをグループに分類したり経営戦略・組織との関係で、優先順位付けして重要
なステークホルダーを抽出する意義が強調され、特定方法について複数の提案が
なされてきた。例えば権力・正統性・緊急性の明確性基準（Mitchell. et.al, 1997: 
pp.74）、協力的か非協力的か（Savage. et al, 1991: pp.65）、資源依存論を背景と
した相互作用関係に着目した分類（Frooman, 1999）等である。

２）ステークホルダーに対する認識は時代とともに変化してきた。たとえば、1970年代は系列や金融機
関の役割が重視され、80年代に入ると従業員への考慮が加わった（佐々木・大室, 2015）。近年はNPOや、
環境保護団体、地域住民の役割にも注目が集まるとともに、取引先や消費者といった従来から注目さ
れてきたステークホルダーについても、企業経営に対してより実質的に影響することでその役割が再
認識されている。
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　次にエンゲージメントの部分では、計画策定のフェーズで設計されたプラン
に基づいてコミュニケーションが対称か非対称か、協議形式か指導形式か、会
議かワークショップか調査形式かなど、実施形態の選択もおこなわれる（Ndlea, 
2019: pp.55）。ただ、近年は間接的に影響を受けるステークホルダーも含めれば
影響するステークホルダーは広範囲に及び、彼らに対してアカウンタビリティを
果たすとともに、関係を構築することで企業価値を高めるために、多様な形態で
コミュニケーションを図っていく事が求められている。さらに非財務情報の開示
やSNSの発達により、企業の情報開示手段もより多くのものがある。また、機関
投資家に対するコミュニケーションのように一方向の発信を行うだけでなく、対
話を通じた双方向のコミュニケーションが重要で、このような対話を戦略策定の
早い段階で行い、ステークホルダーを活動に関与させる事で問題解決を図ること
が企業価値の実現に効果的であるとされる（Chess and Purcell, 1999）。
　これらステークホルダーマネジメントの展開を踏まえ、あらためてリスクマネ
ジメントとの関係を整理すると、その関係は以下二点に集約される。まずリスク
指標を定義し、評価する上でステークホルダーからの知覚が影響する点に着目す
る重要性（e.g, Miller and Bromiley, 1990）で、この場合、重要なステークホル
ダーの特定手段が、リスク評価においても重要な意義を持つ。従来のリスクマネ
ジメントにおいても、リスクについて発生確率と影響度などにより重要性は評価
されており、影響するステークホルダーの特定３）もそのプロセスに含まれてい
た（Ndlea, 2019: pp.55）。しかし、ここでは単にステークホルダーごとにリスク
を推定するのではなく、ステークホルダーアプローチの視点をもとに、ステーク
ホルダーの持つパワーや関心、ステークホルダーと企業の関係等の関係から、ス
テークホルダーの順位付けを行い、それをリスクマネジメントに反映させること
に意義があると考える。また複数のステークホルダーが存在する事を前提に、そ
れぞれの関心の違いを考慮する事がリスク認知やそれに基づく意思決定に影響す
るという指摘もある。
　重要なステークホルダーを可視化する手法は複数存在するが、最も一般的な整
理は、パワーと関心のマトリックスであり（図１）、建設業界のプロジェクトマ
ネジメントでも活用（Chinyio and Olomolaiye, 2010）が報告されている。この
マトリックスはシンプルで扱いやすいが、エンゲージメントとの関係で、ステー

３）例えば商社のリスクマネジメントにおいては、売上債権や投資資産に関するリスクを評価する際に
相手先ごとに格付けして、格付けごとの時価やボラティリティを測定する手法が取られるといった手
法が取られる（真田, 2004: pp.36）。
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クホルダーが活動に好意的で支援者になりうるか、反対者になりうるかという視
点が盛り込まれていない。そのため、Demir et al（2015）は、パワー、関心に
加えて態度の考慮が重要であると指摘する。この場合、批判的な態度を示すステー
クホルダーには説得的なコミュニケーションを取ることで理解者に変化させるこ
とができる（Ndlea, 2019: pp.32）。より積極的にステークホルダーを関与させる
事例として、サステナビリティ活動に関するリスクにおける食品メーカーの事例
が挙げられる。この場合、リスク評価に基づく全社重要リスクとステークホルダー
と価値を共有するマテリアリティを一連の流れで特定し、両者がほぼ一致する。
さらに全社重要リスクはマテリアリティについて財務インパクト評価などを行っ
て重要度を推定した後に、事業領域との関連で抽出される（乙川, 2020）。

　これらの視点に加え、ステークホルダーの行動がリスクを引き起こす場合があ
る点にも注意する必要がある。ステークホルダー研究では、ステークホルダーと
企業の関係は信任関係で成り立っており、企業がステークホルダーの利益を考慮
しなかった場合や、ステークホルダーが企業との関係に不満を抱いた場合には、
何らかの形で不満を表明したり、自らの利益を守るように働きかけたりするとさ
れてきた（Clarkson, 1995）。しかしどのような場合に、ステークホルダーが具体
的な行動を取るかについて明確な判断基準はなく、企業側がリスク評価をする場
合でも発生確率の判断は、主観的なものによる。しかし少なくとも経営学では、
潜在的なパワーを持つ可能性を依存関係に基づき判断する事ができる（Pfeff er 
and Salancik, 2003: pp.114）。この議論を背景として、Frooman（1999）は、ステー

図１　ステークホルダー研究におけるパワーと関心のマトリックス
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クホルダーが企業に対してとりうる戦略には、労働者によるボイコットやストラ
イキ、投資家による選別や排除など経営資源の供給の制限または停止を通じて行
う場合 （Withholding Strategy）と、株主提案権の行使やNGOと組織連携などを
通じて経営資源の供給の可否を交渉材料として利用する場合（Usage strategy）
の二つがあり、どちらを用いるかは企業とステークホルダーの相互依存関係に
よって規定されると指摘する。これらは外形的に有価証券報告書などから判断で
きるため、そこからリスクの推定につながる要素を抽出可能である。加えて態度
についてはロイヤリティの把握等アンケートなどを通じて把握する事でも把握で
きるが、SNS情報などに限れば、リツイートの量や内容について、それがポジティ
ブなツイートか、ネガティブなツイートかを判断する方法等も提案されている（高
村, 2006）ため、ステークホルダーの態度を考慮することは実現可能だと考えら
れる。

４．２　事業リスクの開示に関する先行研究
　では、ステークホルダーマネジメントとリスクマネジメントの取り組みはどの
ように関連し、リスクマネジメントにステークホルダーの要素はどのような形で
考慮されているか、2020-2021年の調査や有価証券報告書の記載例を観察しなが
ら実態面からアプローチしてみよう。
　情報開示と企業経営との関係について、首藤（2008: pp.65）は、国内外の実証
研究をサーベイした上で開示水準の高さが平時の負債コストの低下や不測の事態
発生時の株価下落の抑制につながっていると指摘する。さらに短期的には負の影
響を与えそうな情報でも、堅実かつ継続的な開示を行うことによって投資家の信
頼を得て、システマティックリスクを抑える効果があると論じている。ただ情報
開示の影響は開示する情報の種類や表現形式によっても異なる。そこで本研究で
は、リスクマネジメントと最も関係する、事業リスク情報に着目する。事業リス
ク情報の記載は企業のリスクマネジメントとの取り組みの方針を記載した後に、
何らかの方法で分類してリスクごとに内容やそれに対する対処方針を記載するの
が一般的である。実際の事例から、野田（2006）、張（2008）、中野（2010）などが、
分類方法の提案を行っているが、事業リスク情報と開示を扱った研究は、大きく
二つの方向性で展開されている。一つは、業種・企業により開示項目が異なる事
に着目して、それらの特徴を整理し、業績との関係をする方向性であり、もう一
つは、テキストマイニングなどの手法を用いて、テキストの特徴に着目した視点
で分析する方向性である。前者について張替（2008）は、事業リスクについて景気・
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市場動向、原材料価格など、五つのカテゴリー合計27項目を挙げたうえで、項目
ごとの開示割合の違いや業種による違いに言及する。例えば産業全体では、市場・
経済リスクの開示、業界・競争リスクにおける販売、価格、環境リスクの開示例
が多いが、なかでも鉄鋼や海運業では市況の変動が大きいため、市場・経済リス
クの開示例が多いことが報告されている。また、野田（2016）は過去との比較で
近年の傾向として、自然現象、情報セキュリティ、環境問題など経済以外の分野
での開示が増加していることを指摘する。さらに、財政会計基準機構（2005）で
は、情報開示を行った企業を、大企業、中堅企業、中小・新興企業、継続企業の
前提に疑義が生じる企業群に分類し、大企業ほど開示項目が多く、またリスク情
報の開示が多い上位三項目（将来に関する事項、財政状態・経営成績及びキャッ
シュフローの変動、特定の取引先・製品への依存）の記載割合に、グループ間で
差異がないことを指摘している。一方後者について矢澤他（2021）は、開示情報
の記載方法に着目し、「文字の長さ」や「可読性」（廣瀬他,2017）、「文量」、ポジティ
ブ・ネガティブ表現（矢澤他,2021）などリスク情報及びMD&A情報の特徴と財
務状況など企業業績の関係について分析を進めている。その結果、時価総額等企
業規模が大きな企業ではリスク情報の「可読性」が低く、地域別セグメントが多
い企業ではリスク情報の「文字数」が多いなど、財政状況が悪く収益性が低い企
業ほどリスク情報やMD&A情報の中で開示される情報量が多くなることを指摘
している。
　このように開示項目やテキスト量は、業種ごと、企業ごとに異なるが、実際の
記載例を見ると、記載方式にも幾つかのパターンがあることに気が付く。すなわ
ち、取り組みとリスクが記載されているか、リスクのみかというのが大きな分類
軸であり、前者について、影響度や発生可能性、重要性など付加的な情報が併せ
て記載される例も見られる。

５．研究結果
５．１　ステークホルダー・エンゲージメントの取り組み状況
　企業の活動にステークホルダーがどの程度関与しているかについては、アン
ケート調査などで直接把握するのが一般的だが、東洋経済（2021）の調査は上場
企業・未上場企業を対象に実施したもので、大規模サンプルによる調査としてそ
こから傾向を把握するのに有用である。
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　表１より、ステークホルダーエンゲージメント４）を実施している企業は、サ
ンプルの約６割であり、殆どの企業でリスクマネジメント体制構築と基本方針の
整備が済んでいることからこの相関に大きな意味はない。ただリスクマネジメ
ント体制の責任者が代表者である事とその構築の有無や、ステークホルダーエン
ゲージメント開催の有無と相関がない事から、リスクマネジメントを企業統治上
どう位置付けるかに企業間・業種間でばらつきがある可能性がある。

５．２　リスク情報の記載方法とステークホルダーに起因するリスクの記載
　企業のリスクマネジメントにステークホルダーを考慮した分析を進めるために
には、その取り組みの中で、どのような要素が考慮されているかを、入手可能な
情報から推定する必要がある。事業リスク情報には、企業側がどのリスクを重視
し、それぞれについてどう認識し、影響を想定しているかが記載されているため、
これを情報源とし、財務指標との関係を分析する事により、企業側の意図と結果
のギャップを把握することができる。ステークホルダーに起因するリスクのなか
で大株主や主要な取引先が実際に関係の解消などを行うかは予測が難しいが、他
のリスク（例えば為替変動や、環境に関するリスク）に比べた際の相対的に発生
可能性や影響度を見積もることができる。ここでは、ステークホルダーに起因す
るリスクと、リスクの記載方式の違いに着目する。事業リスクに関する先行研究
は、３．２で整理してきたが、これらの視点は、いずれも先行研究を通じて論じ
られていない。

表１　ステークホルダーエンゲージメントとリスクマネジメント取り組みの相関

（出所：東洋経済（2021）に基づき筆者集計）

４）ステークホルダーエンゲージメントは、「ステークホルダーの関心事項を理解し、企業活動や意思決
定に反映する取り組み」（田中, 2016）と定義され、こうした活動は、アンケートなどの調査、ステー
クホルダー・ダイアログ、ステークホルダーによる経営参加等の形態で実施される。国内企業の活動
実態としては依然として機関投資家を対象にしたものが多い。
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　表２は、消費財メーカーと生産財メーカ―に分けた上で業種ごとに、ステーク
ホルダーに起因するリスクとしてどのような内容が見られたかを確認したもので
ある。過去の調査と比較した場合、ステークホルダーに起因するリスクのなかで、

（1）ステークホルダー関係を改編する事を目的とした合併・買収、提携等リスク
の記載割合が増えたこと（従来研究である中島（2005）の調査では同割合が20%
前後だったのと比較すると、今回の調査では、ほぼすべての業種で30%を超えて
いる）（2）取引先に起因するリスクの中で、調達・サプライヤー管理におけるリ
スクと捉える割合は変化していないが、それらの経営悪化や、人権問題などをリ
スクと捉える場合が増えたこと、（3）人材獲得・労務管理など従業員や労働市場
に対するリスク認識が高まっていることが読み取れる。また大口取引先・株主を
リスクとあげる企業は、家電・自動車など特定産業に集中している。
　次に、リスクの記載方法について表３をみる。この中で特徴的なのは、消費財
メーカーにおける食品メーカーの記載方法である。リスクと対策を別記、ないし
併記したうえで、さらに影響度や発生確率、経営の観点からの重要性の評価、あ
るいは役員の記載といった付加的な内容が見られる企業が同ーカーの25％にも及
んでいる。これは、健康や食生活などに対する高い関心を背景として、そうした
消費者のニーズに応え、彼らを批判者にしないために、事業リスクを積極的な開

５）分析サンプルは、東洋経済の調査（2021）をもとに、リスクマネジメント体制の構築と、製造業の
中でリスクマネジメントの基本方針の制定を行っているかでスクリーニングをかけ、さらに所属業種
に着目して、それを消費財メーカーと、生産財メーカーに区分した。なお、対象企業のうち、リスク
マネジメント体制の構築を行っている企業は全体の86.1%、基本方針を定めている企業は全体の82.0%
である。

表２　ステークホルダーに起因するリスクの記載例５）

出所：事業リスク情報などから筆者集計
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示する姿勢が表れている。逆に事業リスク情報の開示に積極的でない業界は、輸
送機械、金属、消費財メーカーの家具・スポーツ用品などでこれらの業界の30％
強が、対策を記載せずにリスクのみに記載するなど少なくともリスクマネジメン
トに関する情報開示という観点からあまり積極的ではない。

５．３　ステークホルダーに起因するリスクの記載事例とその影響
　さらに、事業リスクの記載方法と、企業業績の関係を分析する。事業リスクの
記載は、直前の企業の業績を反映した結果であるだけでなく、これからの取り組
みを通じて公表後の業績にも影響する可能性がある。ただ、ここでは企業側の記
載方式の違いから読み取れる企業のリスクに対する姿勢と直前の企業業績との関
係を取り上げる。対象として消費財メーカに着目し、事業リスクにリスク情報の
みが記載されていた場合と、リスクの取り組みが併記または別記される場合、取
り組みに加え、リスクの影響度や発生可能性の記載が見られる場合の三群に分け、
直前の業績の違いについて一元配置分散分析を行った。この結果、該当年の１年
前の業績においてグループ間の差が10％有意となった。グループごとの平均値の
推移を見ると、リスク内容のみを記載した企業の４期前から１期前の産業調整済
みのROAの数値が一貫して負の値を示す一方、リスク内容と対策を併記または
別記した企業のグループでは、３期前から１期前の数値が正の値を示しており、
リスクマネジメントに対する取り組みに関して積極的な企業の業績は、そうでな
い企業の業績よりもパフォーマンスが高いことが読み取れる。

表３　消費財・生産財各業種内でのリスクの記載方式の違い

出所：事業リスク情報などから筆者集計
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　しかし対策に加え影響度、経営との関係等を記載した企業のグループの数値も、
負の値を示しており、企業の情報開示への取り組みと業績の関係は、線形の関係
で説明できるものではなく、逆にリスクの大きさが、アカウンタビリティの観点
から積極的な取り組み開示の動機となる場合があるため、単純な判断はできない。

６．まとめ
　本研究では、ステークホルダーマネジメントとリスクマネジメントの接点に着
目し、先行研究サーベイによる理論的検討に加え、データ分析を通じて実態面か
らもリスクマネジメントにステークホルダーアプローチを適用する際の分析視角
を探った。
　この結果、ステークホルダーマネジメントの視点から、リスク評価において、
パワー、関心度、態度といった点を援用できる可能性と、リスクコミュニケーショ
ンにおいてもステークホルダーコミュニケーションの関係構築の視点を取り入れ
ることの意義が示された。
　後半のデータ分析により、リスクマネジメントの取り組み状況と比べ、ステー
クホルダーエンゲージメントの取り組み状況が進んでいないこと、ステークホル
ダーに起因するリスクの中で、M&Aに関するリスクや、人材の確保に関するリ
スクを意識する企業が増加していること、食品製造業などステークホルダーの関
心が高い領域で事業を展開する企業では、情報開示への制度的圧力が働くため、
積極的な開示が見られること、記載方法の違いは財務パフォーマンスと関係し、
リスクマネジメントの取り組みの開示に積極的でない企業の財務パフォーマンス
は積極的な企業と比べ劣っていることが明らかになった。
　ただ前半の理論研究はともかく、後半の分析は、消費財メーカーのサンプルに
ついて分散分析を通じてその分類に有意な差があることを示したに過ぎないの

表４　消費財メーカーにおける事業リスク情報の記載内容の違いと業績の関係

出所：各社事業リスク情報の記載に基づいて筆者分析 ＊p<.11
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で、今後の研究では、前半の理論研究の視点を実証面で反映されるべく、より大
規模なサンプルで、環境要因や、企業規模、全体の開示量などをコントロールし
たうえで分析し、ステークホルダーごとにどのようなリスク評価を行い、それに
対するマネジメントや情報開示としてどのような方法が有効かを示す研究が期待
される。またステークホルダーマネジメントがリスクマネジメントプロセスに反
映されるフェーズとして、サステナビリティに関連する分野は、今後もより大き
な意義を持つと考えられるため、マテリアリティ特定とリスクマネジメントの関
係の定量的な分析にも発展性があると考えられる。
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