
着実な進化・深化がうかがえるCSR経営
今年より第三者意見を書かせて頂く。なお、本意見は所属

機関とは無関係に個人の見解であることを予めお断りしておく。
今年度のレポートで注目すべきは、目指す姿としてのクレハ

グループの価値創造を明確にしたことであろう。環境、エネル
ギー、ライフの３分野における社会への価値提供を目指す姿と
して定め、製品事例を交えた特集記事にもしている。CSR経営
がクレハグループにとって価値創造につながることを明示して
いる。クレハグループ全体の次のステップへの方向を示して
いて、次年度以降どのように具体的に取り組まれるか、その展開
が期待される。さらに、この価値体系が海外を含めたクレハ
グループ全体に浸透し、それぞれの事業のなかでどう具現化し
事業拡大につなげていくかが次の課題であろう。「CSR総括表」
で、昨年度の実績および今年度の目標を具体的に記載している
ことからも、2016年度から進めてきたCSRのPDCAが着実に
進んでいることが伺え、継続・実行されることを期待する。

CSR経営を牽引するCSRレポートへの進化を期待
本レポートは、CSR課題とステークホルダー対応とからの章

構成で、クレハのCSRの組み立てが明快である。各章では個別
事例の紹介も細かにされており、さまざまな取り組みがなされて
いる。また、今年からグループ各社の取り組みと資料編をまとめ
てWeb版として公開されることとになったが、このような冊子

（紙媒体）とWeb版との使い分けは効果的である。
一方で、CSR全体としてはPDCA（Plan-Do-Check-Act）

が回りだしているものの、レポート各章での取り組み紹介は、
情報開示レベルに差異があったり、PDもしくはPDC止まりと
読める項目などもある。例えば、「RC/環境報告」では、定量的
情報が十分に開示されているが、環境会計は単年度の公表で
あり、短中期的な変化も捉えてどうCSR経営へフィードバック
しているかなどは読み取り難い。

クレハグループでは、本レポートの主なターゲットは従業員
としている。また、CSR経営全体を俯瞰して見せ、さらに少し先の

方向性を示唆し牽引するのが本レポートの役目の一つである
といえる。さらに、今後SDGsの流れが拡大するなか、さまざま
な取り組みが社会にどう寄与しているのか、すなわち「活動の
社会的価値」を定量的に訴求していくことが今後必要になる
と考えられる。このようなことから、レポートそのものも今後さら
に進化すべきである。例えば、本編のそれぞれの取り組みでは、
考え方と目標、前年度のサマリーとトピック、社内外への価値

（効果）、今後の目指す方向や対応など、それぞれでPDCA的に
記載し、詳細かつ経年的な定量的データは資料編（Web版）
に移すことで紙面をより効果的に使うといった方法なども考え
られる。そうすることにより、従業員に親近感と納得性がある
啓発ツールともなり、従業員一人ひとりの意識や活動の深化に
繋がるはずである。クレハグループ全体として “PDCAを回す
とともにCSR経営を牽引する”といったレポート自体の進化も
期待したい。

早稲田大学理工学部卒業、埼玉大学大学院経済科学研究科博士後期課程修了。博士（経済
学）。精密機器メーカーでの設計開発業務を経て、積水化学工業（株）にて、宅内環境制御、
居住環境、エネルギー・地球環境問題などの研究開発に従事。同社の環境経営部署新設と
ともに環境経営に従事。その後の同社のCSR経営取り組み開始とともにCSR経営に従事。
化学業界団体などで企画調査業務を経て現職。専門は環境経営・CSR経営。環境経営学会

（理事）、エシカル推進協議会（理事）などに所属。著書は、「環境企業家と環境経営の新展開」
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「第三者意見をいただいて」

　「クレハ CSRレポート2018」に対し貴重なご意見を賜り誠にあり
がとうございました。
　2016年度からの中計でCSR経営の推進を掲げ、体制を整備して
CSR活動の推進を図ってまいりましたが、両先生からCSR経営の
基盤が整ってきたと、着実な進歩を評価いただき感謝申し上げます。
また、当社グループが、事業を通じてどのような価値を社会に提供して
いるかをステークホルダーの皆様にご理解いただくために企画した

「クレハ製品の社会的価値」に対して、高い評価をいただき、制作
側の想いが伝わっていることが確認できました。2017年度から
PDCAを回している「CSR総括表」による活動推進は、実効性のある

ものとしていくために、関係者と協議をしながら、さらに改善を進めて
まいります。同時に、活動内容のCSRレポートでの報告につきまして
も、従業員をはじめ、ステークホルダーの皆様との対話のツールとして
内容や記載の充実を図ってまいります。
　一方、当社グループが、持続的な社会に貢献していくために果たさ
なければならない社会的責任に関して、ご指摘いただいた各種課題
につきましては、これからの活動の参考とさせていただきます。とり
わけ、樹脂製品、機能製品の製造・販売を主な事業活動の一つとして
いる当社グループにとって、地球温暖化やプラスチック製品による
海洋汚染をはじめとした地球環境問題への対応は、非常に重要な

CSR課題ととらえて中長期的な視点で取り組んでまいります。海外
グループ会社を含めたグループ全体でのCSR経営の推進につきま
しては、課題の一つとして、現在、取り組みを進めています。CSR活動
全体を俯瞰しながら、また、経営理念やCSR理念体系との関連性を
意識しながら、各種課題に取り組んでいきたいと思います。

当社グループでは、CSR経営をさらに強化していくため、次の
ステップに向けた検討を始めています。ご評価いただいた点、課題
としてご指摘いただいた点を参考にしながら、長期的視点でのCSR
活動の在り方や経営戦略との統合なども考慮して、新たなCSR経営
を展開してまいります。

CSRの報告について：ストーリー性のある報告への進展
今回で4回目の意見となる。2015年度のCSR委員会設置、

2016年度のCSR推進部創設、2017年度にはマテリアリティ
特定と「CSR総括表」掲載と続き、CSR経営の基盤づくりと並行
してCSRレポートも年々充実してきた。

今年度は全体に簡潔で読みやすく、説得性のある報告に
なっている。特に特集「クレハ製品の社会的価値」では環境、
エネルギー、ライフの社会的課題からのアプローチであり、“製品
ありき”ではないストーリー性の高い記述である。

報告の充実度については、「RC/環境報告」に比べて「社会
性報告」は活動内容の説明が中心で、定量データを含む実績
や課題などの記載は少ない。例えば、内部通報制度の利用実績
の推移に加えて、定性的でよいので内容や対処結果の開示に
は意味がある。

環境負荷データは充実しており、CO2排出量については
マテリアルフローやサプライチェーン、「クレハECO2アクション
20」などで開示されている。ただし、その開示（計測）範囲や相互
関係が分かり難いため、それぞれの明記と全体像の説明が必要
である。

CSRの内容について：CSR経営のさらなる量的拡大と質的深化を
トップ・メッセージで「将来の発展に向けた土台づくり」と位置

付けられる、中期経営計画 Kureha’s Challenge 2018の
経営目標の一つに「CSR経営の推進」がある。この点からみる
と、クレハのCSR経営の基本形（体系と体制）はほぼ完成した。
ただし、昨年も述べたように、今後は国内中心のCSRを脱して
海外グループ会社への浸透を図るべきである。

クレハの「価値創造」「CSR理念体系」「マテリアリティ」に
ついては、CSR経営に不可欠な事項として簡潔に説明されて
いる。しかし、それぞれが個別に策定された経緯もあり、相互
の関係性や整合性に曖昧なところがある。今後、次期中期経営
計画の策定と連動させつつ、新CSR体系として再定義が必要
であろう。 

最後にクレハグループのCSR経営の進展に期待しつつ、その
内容に関わる課題として3点を指摘しておきたい。

まず2030年の長期ビジョンの策定である。既にSDGsとの
紐付けはされているが、戦略的目標設定が求められている。
これは将来の「ありたい姿」を明確にすることでもある。

次にSBT（Science Based Targets：企業版2℃目標）イニ
シアチブへの参加である。「サプライチェーンを通じたCO2排出
量」でスコープ1、2、3の排出量が記載されているが、これを一歩
進めて長期総量の“脱炭素戦略”を策定すべきである。

もう一つは化学製品を製造・販売する企業の責任として、
近年海洋汚染問題となっているマイクロプラスチックに対する
基本姿勢と対応策を明確にすべきである。
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（共著）、「CSR経営 パーフェクトガイド」（単著）、「統合思考とESG投資」（共著）など。

川村 雅彦
（株）オルタナ
オルタナ総研所長・首席研究員

（株）ニッセイ基礎研究所
客員研究員

取締役常務執行役員
ＣＳＲ推進本部長
管理本部長
経理本部長
改革推進プロジェクト統括マネージャー

野田 義夫

53 KUREHA CSR REPORT 2018

「クレハ CSRレポート2018」 に対する第三者意見
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経営目標の一つに「CSR経営の推進」がある。この点からみる
と、クレハのCSR経営の基本形（体系と体制）はほぼ完成した。
ただし、昨年も述べたように、今後は国内中心のCSRを脱して
海外グループ会社への浸透を図るべきである。

クレハの「価値創造」「CSR理念体系」「マテリアリティ」に
ついては、CSR経営に不可欠な事項として簡潔に説明されて
いる。しかし、それぞれが個別に策定された経緯もあり、相互
の関係性や整合性に曖昧なところがある。今後、次期中期経営
計画の策定と連動させつつ、新CSR体系として再定義が必要
であろう。 

最後にクレハグループのCSR経営の進展に期待しつつ、その
内容に関わる課題として3点を指摘しておきたい。

まず2030年の長期ビジョンの策定である。既にSDGsとの
紐付けはされているが、戦略的目標設定が求められている。
これは将来の「ありたい姿」を明確にすることでもある。

次にSBT（Science Based Targets：企業版2℃目標）イニ
シアチブへの参加である。「サプライチェーンを通じたCO2排出
量」でスコープ1、2、3の排出量が記載されているが、これを一歩
進めて長期総量の“脱炭素戦略”を策定すべきである。

もう一つは化学製品を製造・販売する企業の責任として、
近年海洋汚染問題となっているマイクロプラスチックに対する
基本姿勢と対応策を明確にすべきである。

（株）ニッセイ基礎研究所のESG研究室長を経て、2016年11月から（株）オルタナのオルタナ
総研所長・首席研究員、同CSR部員塾・塾長、ニッセイ基礎研究所・客員研究員。
1976年九州大学大学院工学研究科修士課程修了、三井海洋開発（株）を経て、1988年（株）
ニッセイ基礎研究所入社。専門は環境経営、CSR経営、環境ビジネス、統合報告。環境経営学会

（副会長）などに所属。著書は「カーボン・ディスクロージャー」（編著）、「統合報告の新潮流」
（共著）、「CSR経営 パーフェクトガイド」（単著）、「統合思考とESG投資」（共著）など。

川村 雅彦
（株）オルタナ
オルタナ総研所長・首席研究員

（株）ニッセイ基礎研究所
客員研究員

取締役常務執行役員
ＣＳＲ推進本部長
管理本部長
経理本部長
改革推進プロジェクト統括マネージャー

野田 義夫
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「クレハ CSRレポート2018」 に対する第三者意見

54KUREHA CSR REPORT 2018


	【単頁】クレハCSRレポート2018(P53)
	【単頁】クレハCSRレポート2018(P54)

