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■要 旨 

誰ひとり取り残されることなく、人類が安定してこの地球で暮らし続けることができる

ように、世界のさまざまな問題を整理し、解決に向けて具体的な目標を示した SDGs（持

続可能な開発目標）に注目した。私たちはなかでも、「2．飢餓をゼロに」とういう項目

で、飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状況の改善を達成し、持続可能な農業

を推進する。「6.安全なトイレを世界中に」という項目で、すべての人に水と衛生へのア

クセスと持続可能な管理を確保する。「13．気候変動に具体的な対策を」という項目で、

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る。これらの３つの課題に積極的

に取り組んでいる上場企業を調べることにした。 
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《STEP1》 

【基礎学習（必須）】 

 

１ 私たちの生活に必要な財やサービスを（［1］生産 ）し、（［2］流通 ）させ、（［3］

消費 ）することを経済という。財やサービスには、代金を払った人だけが消費を独占

できる（［4］私的財 ）と、政府が税金等を使って提供する（［5］公共財）とがある。 

 

２ 経済活動を行う主な主体には、消費の主体である（［6］家計 ）、生産・流通の主体で

ある（［7］企業 ）、行政サービスや公共財の提供などを通して一国の経済活動を調整す

る（［8］政府 ）がある。 

 

３ 成年年齢の引き下げに関する次の説明文のうち、誤っているものは？ （［9］ｂ ） 

 ａ．成年年齢の 18歳への引き下げに先立って、選挙権年齢の引き下げが行われた。 

ｂ．成年年齢の引き下げに伴い、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限も 

引き下げられた。 

ｃ．親の同意なしで、携帯電話の契約を結んだり、高額商品を買うためのローンを組ん 

だりできるようになる。 

 ｄ．成年年齢引き下げ後は、いったん結んだ契約を取り消すことができる「未成年取消 

権」の行使はできなくなる。 

 

４ 日本の人口の年齢構成の推移を見ると、総人口に占める 65 歳以上人口の割合を示す

（［10］ 高齢化率 ）は上昇傾向にあり、2000 年の 17.4％から 2018 年には（［11］ 

28.1 ）％まで増加している。 

 

５ 日本では、「働き方改革関連法」が成立し、2020年 4月から、同じ企業・団体で働く正

規雇用労働者と非正規雇用労働者（有期雇用労働者、派遣労働者等）の間で不合理な待

遇差を設けることを禁止する（［12］同一労働 同一賃金 ）の導入が進められている。 

 

６ 「仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムによって経済発展と社会的課題の

解決を両立する社会」として注目されている未来社会（［13］Society 5.0 ）を実現す

るための主な中核技術に、「IoT(internet of Things)」と（［14］人工知能 AI）がある。 

 

７  グローバル化の進展に関する次の説明文のうち、正しいものは？ （［15］ｄ ） 

ａ．貿易が自由化され、安い輸入品が国内に入ってくることは、消費者にとっても国 

内の生産者にとってもメリットになる。 

  ｂ．グローバル化の進展による影響は、経済以外の分野ではあまり見られない。 

ｃ．「環太平洋経済連携協定（TPP）」は、アメリカの離脱により各国の署名が遅れている。 

  ｄ．近年の日本の国際収支をみると「投資収益」が大幅な黒字を計上している。 
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８  「持続可能な開発目標（SDGs）」の 17の目標のうち、今回、グループで設定した投資  

テーマと特に関連が深い目標を挙げ（３つ以内）、その主な理由を記述してください。  

関連の深い SDGsの目標  その主な理由  

2 飢餓をゼロに  授業で貧困に困っている家族が私たちが思ってい

たよりも日本に多くいることを知り、力になりたい

と思ったから。 

6 安全な水とトイレを世界中に  私たち日本人は、水・衛生に恵まれているが世界を

見るとまだまだ整っていないから。 

 16 気候変動に具体的な対策を  地球温暖化が進むこの世界でとても重要なことだ

と思うから。 

 

９  「ESG投資」で重視する３つの要素の組み合わせとして、正しいものはどれか？ 

（［16］ｂ ） 

ａ．環境 ― 科学 ― 成長 

ｂ．環境 ― 社会 ― 企業統治  

ｃ．効率 ― 公正 ― 企業統治  

 

10  ＧＤＰ（国内総生産）に関する次の説明文のうち、誤っているものは？ （［17］ａ ） 

 ａ．ＧＤＰとは、一定期間に国民全体として生産したモノやサービスの付加価値の合計 

額をさす。 

ｂ．ＧＤＰとは、一定期間に国内で生産したモノやサービスの付加価値の合計額をさす。 

ｃ．実質ＧＤＰとは、名目ＧＤＰから物価の変動による影響を差し引いたものである。 

ｄ．2019年(暦年)の日本のＧＤＰの額は、名目ＧＤＰが実質ＧＤＰを上回っている。 

 

11  株式投資のリスクを少なくする方法には、（［18］投資先 ）を分散させることや、投

資する（［19］時間 ）を分散することなどがある。  
 

12  「投資信託(ファンド)」に関する次の説明文のうち、誤っているものは？（［20］C ） 

ａ．投資信託は、分散投資の考え方から生まれた金融商品の一つである。 

ｂ．投資信託では、多くの投資家から集めた資金をまとめて運用している。 

ｃ．投資信託では、それぞれの投資家からの要望を受けて投資先の選定を行っている。 

ｄ. 投資信託は、元本が保証されている金融商品ではない。  

 

13 次のうち、現在の企業価値（株価）が割高か割安かを判断するための指標は？ 

（［21］ｄ ）  

ａ．ＲＯＥ   ｂ．自己資本比率   ｃ．純利益   ｄ．ＰＥＲ  

 

14  「日経アジア 300」は、アジアの 11の国・地域を対象に、（［22］ 時価総額 ）、（［23］ 

成長性 ）などを基準に選定した約 300社の有力企業で構成されている。 
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《STEP2》 

 

１．暮らしや社会の変化と経済との関係 

【１－１】私たちが直面している様々な社会的課題と経済や企業活動への影響 

   

近年、ＳＤＧｓは世界中で注目されています。 

そこで私たちは、社会が様々な成長を遂げていく中で社会貢献を掲げた会社がこれか

らの社会で最も重要なのではないかと考えました。 

また、社会貢献を掲げることで企業がイメージアップすることはもちろん、持続する

企業であるために社会貢献に力を入れている企業が長い目で見て良いのではないかと

考えました。 

このコロナ禍で苦しむ人、普段の日常生活で生活難をかかえる人など間接的であって

も、いろいろな方の力になりたいと思い、このテーマにしました。 

 

２．投資テーマの決定 

【２－１】関連記事 

分野・企業 日付 出所 内容（概要） 選んだ理由 

キリンホー

ルディング

ス 

10 月

1日 

キリンホールデ

ィングスＨＰ 

気候変動影響の対象として

工場導入電力の再生エネル

ギー比率を 50％に（2030年

目標）。 

地球温暖化防止策

として有効だか

ら。 

 

味の素 10 月

1日 

味の素ＨＰ 栄養があり、保存性が高く、

廉価で入手できるなどの特

長を持つ食材・食品を世界

規模で展開・普及させる事

業展開をする。 

開発途上国の弱

者・貧困層の栄養

状態を改善できる

から。 

 

 

 

【２－２】投資テーマの社会的意義 

＜投資テーマ＞ＳＤＧsで誰かのために 

 

＜テーマ選定理由＞ 

誰ひとり取り残されることなく、人類が安定してこの地球で暮らし続けることができる

ように、世界のさまざまな問題を整理し、解決に向けて具体的な目標を示した SDGs（持

続可能な開発目標）をめぐり積極的に取り組んでいる企業を、投資ファンドを設定する

ことでファイナンスをして応援する。これにより、ゴールの２０３０年までの道のりを

少しでも早く完成させることができる。 
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３．ポートフォリオの作成 

【３－１】スクリーニング及びポートフォリオ 

 

＜第１スクリーニング＞  

『会社四季報』+各社ＨＰから５７社→財務スクリーニング 

 

【成長率】①売上高成長率（前年比 ％）→収入は増加したのか？減少したのか？ 

②営業利益成長率（前年比 ％）→利益は増加したのか？減少したのか？ 

 

【収益性】③ＲＯＥ（自己資本利益率 ％）→自己資本を効率的に使って稼ぐ力 

④売上高営業利益率（％）→本業で稼ぐ力 

 

【安定性】⑤自己資本比率（％） 

 

[分析集計方法]・・・各指標のデータで順位をつけて点数をつけていく。 

 

１位～１０位 １０点 

１１位～２１位 ７点 

２２位～３２位 ５点 

３３位～４３位 ３点 

４４位～５７位 １点 

 

【成長性】【収益性】【安定性】の項目は上記①～⑤の５つ→５０点満点 

 

＜第２スクリーニング＞ 定性スクリーニング 

【企業ビジョン】 

Ｗｅｂで企業のホームページの「企業情報」「経営理念」「社長メッセ―ジ」などから、テ

ーマに相当するキーワードや考え方がどれだけ反映されているか？ 

 

コロナ対策 １０点 

社会貢献 １０点 

計 ２０点 

 

[採点の指標] 

とても良い １０点 

やや良い ７点 

普通 ５点 

やや不足 ３点 

まったく不足 １点 
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【３－２】投資企業 

［ポートフォリオ（ファンド）名］ ＳＤＧs インベスター         

 

 

 

【企業データ】 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 証券コード 上場 業種 企業名 取得株価(11月２日）[円] 購入株数 購入金額[円] 組入比率

1 2702 JQ 小売業 日本マクドナルドホールディングス 5,000 50 250,000 5.00%

2 9433 東証1部 情報・通信 KDDI 2,921 18 52,578 1.05%

3 7701 東証1部 精密機器 島津製作所 3,005 150 450,750 9.02%

4 6367 東証1部 機械 ダイキン工業 19,965 25 499,125 9.98%

5 4452 東証1部 化学 花王 7,527 50 376,350 7.53%

6 9434 東証1部 情報・通信 ソフトバンク 1,223 151 184,673 3.69%

7 1925 東証1部 建設 大和ハウス工業 2,842 300 852,450 17.05%

8 7453 東証1部 小売業 良品計画 2,188 80 175,040 3.50%

9 2229 東証1部 食料品 カルビー 3,210 10 32,100 0.64%

10 2267 東証1部 食料品 ヤクルト本社 5,100 50 255,000 5.10%

11 2201 東証１部 食料品 森永製菓 4,035 10 40,350 0.81%

12 2503 東証１部他３ 食料品 キリンホールディングス 1,918 150 287,625 5.75%

13 6702 東証１部 電子機器 富士通 12,380 25 309,500 6.19%

14 2810 東証１部 食料品 ハウス食品グループ本社 3,625 30 108,750 2.18%

15 9437 東証１部 情報・通信 NTTドコモ 3,885 30 116,550 2.33%

16 3880 東証１部 パルプ・紙 大王製紙 1,537 100 153,700 3.07%

17 7270 東証１部 輸送用機器 SUBARU 1,984 50 99,175 1.98%

18 4661 東証１部 サービス オリエンタルランド 15,085 34 512,890 10.26%

19 2809 東証１部 食料品 キューピー 2,187 50 109,350 2.19%

20 9022 東証１部 陸運 東海旅客鉄道 13,300 10 133,000 2.66%

4,998,956 100%

1,044

5,000,000日経STOCKリーグ設定金額上限

ポートフォリオ金額合計

残金

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 10 コロナ対策 10

営業利益成長率 7 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 7

売上高営業利益率 7

安定性 自己資本比率 10

成長性

収益性

財務評価

コアコンピテンス（強み）

2702 日本マクドナルドホールディングス

（JQ）【小売業】

外食の構内王手。世界的ハンバーガーチェーン。米国本社の影響大きい。FC店

比率は約７割。

企業理念＆キャッチコピー

ハンバーガービジネスで培った資産を有効活用し、経営の効率化

と機動性の強化を通して企業価値の向上を図ることにより、長期

的かつ安定的なグループ企業の成長を図りたいと考えておりま

す。

企業未来展望

ドライブスルーの利用が急増。待機列で従業員が注文を取る時間

帯を増やして回転客を図る。生活様式の変化をにらみ、客席に仕

切り設置なだ店舗設計の変更も。

企業ビジョン合計 総合得点

15/20 5641/50

企業ビジョン評価
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財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 7 コロナ対策 7

営業利益成長率 7 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 10

売上高営業利益率 10

安定性 自己資本比率 5

成長性

39/50 12/20. 51収益性

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

総合通信王手。携帯・光回線を展開。物販など非通信伸ばし、ライフデザイン

企業への脱皮模索中。

UQモバイルを１０月に当社に統合へ、auとの相互送客強化など

シナジー創出図る。ソフトバンクと地方の５G基地局の整備で協

業し４月に合弁会社設立。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

9433 KDDI
企業理念＆キャッチコピー

全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、お客さまの期待

を超える感動をお届けすることにより、豊かなコミュニケーショ

ン社会の発展に貢献します。（東証１部）【情報・通信】

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 5 コロナ対策 7

営業利益成長率 5 社会貢献 10

ROE（自己資本利益率） 7

売上高営業利益率 7

安定性 自己資本比率 10

成長性

34/50 17/20 51収益性

分析・計測機器王手で医用機器、航空機器にも強い。半導体・液晶関連、バイ

オ・環境を育成。

２２年度売上高４，０００億円以上、営業益４６０億円以上目

標。計測機器シェア拡大や先進医療強化など柱。航空機器は民需

減退と採算改善のため規模縮小。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

7701 島津製作所
企業理念＆キャッチコピー

創業の精神である社是のもとに、社員の一員として果たすべき責

任と具体的な行動とともに成長し、人類の豊かな未来に貢献する

ことを目指します。（東証１部）【精密機器】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 7 コロナ対策 10

営業利益成長率 5 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 10

売上高営業利益率 7

安定性 自己資本比率 7

成長性

36/50 15/20 51収益性

エアコン世界首位級。国内は業務用断トツ。M&Aも駆使し各国で存在感。フッ

素化学事業も。

三井住友銀行などに２,０００億円規模の協調融資を要請、社債発

行や欧米でのコミットメントラインも予定。空調は差別化要因の

換気機能を訴求し販売拡大。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

6367 ダイキン工業
企業理念＆キャッチコピー

進化し続けるグループを目指す。
（東証１部）【機械】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望
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財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 7 コロナ対策 7

営業利益成長率 7 社会貢献 3

ROE（自己資本利益率） 10

売上高営業利益率 10

安定性 自己資本比率 7

成長性

41/50 10/20. 51収益性

トイレタリー国内首位、化粧品でも大手。原料からの一貫生産。独自の物流・

販社システム所有。

国内４工場で消毒液製造開始、昨年比２０倍以上増産可能に。医

療施設に加え一般向け販売も。衣料用洗剤「アタックゼロ」は消

臭機能強化で改良、５月発売。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

4452 花王
企業理念＆キャッチコピー

豊かな生活文化の実現、消費者・顧客を最も知る企業に、よきモ

ノづくり、絶えざる革新正道を歩む、消費者起点、現場主義、個

の尊重とチームワーク・グローバル視点。
（東証１部）【化学】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 10 コロナ対策 3

営業利益成長率 10 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 10

売上高営業利益率 10

安定性 自己資本比率 1

成長性

41/50 8/20. 49収益性

ソフトバンクグループの中核の携帯会社。ソフトバンクとワイモバイルに加え

格安スマホも展開。

法人顧客の工場敷地内などに専用の通信環境整備する「プライ

ベート５G」２２年度開始へ、IoT需要狙う。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

9434 ソフトバンク
企業理念＆キャッチコピー

情報革命を通じた人類と社会への貢献を推進してきました。情報

革命の無限のパワーを、人々の幸福のために正しく発展させてい

くこと。（東証１部）【情報・通信】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 10 コロナ対策 3

営業利益成長率 7 社会貢献 7

ROE（自己資本利益率） 10

売上高営業利益率 7

安定性 自己資本比率 3

成長性

37/50 10/20. 47収益性

賃貸住宅、商業施設、物流など事業施設の３本柱。戸建てや内外の都市開発

も。配当性向３割超。

新型コロナなくても営業益２１１億円の減益、高成長に踊り場。

需要旺盛な物流施設の仕込みは継続。社債や借入金で手元資金を

積み増し。事業本部制を導入。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

1925 大和ハウス工業
企業理念＆キャッチコピー

事業を通じて社会と共にあること、そして商品やサービスを通

じ、暮らす人と共にあること。この「共創共生」の姿勢を用いて

続け、誠実に社会と向き合うことが大切であると考えています。
（東証１部）【建設】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望
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財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 10 コロナ対策 1

営業利益成長率 3 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 10

売上高営業利益率 7

安定性 自己資本比率 10

成長性

40/50 6/20. 46収益性

西友の事業部が独立。「無印良品」ブランドで衣料、雑貨、食品など卸・小売

り。中国ほか海外多数。

収益性回復へ値下げプロモーション抑制や仕入れ調整での在庫圧

縮徹底。EC需要増受けアマゾンで商品販売開始。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

7453 良品計画
企業理念＆キャッチコピー

「良品」の新たな価値と魅力を生活者の視点で探求し、提供して

いく。「良品」の公正で透明な事業活動を通じ、グローバルな成

長と発展に挑戦していく。仲間を尊重し、取引先との信頼を深

め、「良品」の豊かな世界を拡げていく。
（東証１部）【小売業】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 7 コロナ対策 1

営業利益成長率 7 社会貢献 7

ROE（自己資本利益率） 7

売上高営業利益率 7

安定性 自己資本比率 10

成長性

38/50 8/20. 46収益性

スナック菓子最王手。０９年に米国ペプシコと資本提携。北米、韓国でも展

開。シリアル製品も扱う。

実店店舗販売やブランド強化担う新会社設立。広島に最新設備備

えた面積１０万m²の大規模工場計画、２４年操業開始予定。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

2229 カルビー
企業理念＆キャッチコピー

自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々

の健やかな暮らしに貢献します。（東証１部）【食料品】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 5 コロナ対策 5

営業利益成長率 7 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 7

売上高営業利益率 10

安定性 自己資本比率 7

成長性

36/50 10/20. 46収益性

乳酸生菌飲料主力。女性訪問販売員による強固な販売網。医薬品も。拠点拡大

で海外収益が柱に。

中国はコロナ禍で休止した宅配を３月再開、販売拠点も３支店新

設して49か所に。国内は昨年首都圏発売の新商品「ヤクルト１０

００」を夏以降販売地域拡大。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

2267 ヤクルト本社
企業理念＆キャッチコピー

私たちは、生命科学の追究を基盤として、世界の人々の健康で楽

しい生活づくりに貢献します。（東証１部）【電気機器】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望
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財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 7 コロナ対策 7

営業利益成長率 7 社会貢献 3

ROE（自己資本利益率） 7

売上高営業利益率 7

安定性 自己資本比率 7

成長性

35/50 10/20. 45収益性

菓子王手。日本初のチョコレート一貫製造開始。菓子、冷菓が主

力。健康食品、海外事業を育成中。

「ウイダー」解約金約４９億円を前期特損計上。ポテト菓子「プリ

ングルズ」販売店契約終了。米国事業が前期黒字転換。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

2201 森永製菓
企業理念＆キャッチコピー

世界の人々の豊かで安全な食生活の実現と健康の増進に貢献します。

（東証１部）【食料品】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 7 コロナ対策 7

営業利益成長率 10 社会貢献 10

ROE（自己資本利益率） 3

売上高営業利益率 5

安定性 自己資本比率 3

成長性

28/50 17/20. 45収益性

ビール類シェア国内2位。ブラジル撤退で海外はアジア、豪州が主

力。傘下に医薬の協和キリン

英国ファンドが現経営陣による多角化戦略の再考を求めた提案は株

主総会で否決。北米の有力クラフトビール社買収。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

2503　キリンホールディングス
企業理念＆キャッチコピー

心と身体が健康であり続けるために。これからの日常のために。お

客様や社会から見たキリンの存在意義をシンプルに表現したもの、

喜びがつなぐ世界へ。（東証１部他３市場）【食料品】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 5 コロナ対策 5

営業利益成長率 10 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 10

売上高営業利益率 3

安定性 自己資本比率 3

成長性

31/50 10/20. 41収益性

ITサービス、サーバーで国内首位。官公庁・金融・流通向けサービ

スが多い。日コア事業の分社化推進。

先端技術などITに傾注したシンクタンク、日本市場向け営業・SE

統合した新社会を設立。不採算の北米で製品再編や人員整理、22年

度に黒字転換目標。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

6702　富士通
企業理念＆キャッチコピー

富士通グループ企業の一員として「FujitsuWay」の精神に基づ

き、社会における存在意義である「パーパス」を堅持しその実現に

向けOne Fujitsuとして取り組みます。（東証１部）【電気機器】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望
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財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 5 コロナ対策 1

営業利益成長率 7 社会貢献 3

ROE（自己資本利益率） 10

売上高営業利益率 5

安定性 自己資本比率 10

成長性

37/50 4/20. 41収益性

カレールウ国内首位。飲料、健康食品も。海外は米国豆腐が柱。中

国育成中。子会社に壱番屋

年初新ライン稼働のLA工場は下半期にかけ稼働安定。一方、揮発予

定していた値下げは新型コロナの混乱で当面延期。販売低迷の「ウ

コンの力」は販促半減。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

2810　ハウス食品グループ
企業理念＆キャッチコピー

食と通じて人とつながり、笑顔ある暮らしを共につくるグッドパー

トナーを目指します。（東証１部）【食料品】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 3 コロナ対策 3

営業利益成長率 3 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 7

売上高営業利益率 10

安定性 自己資本比率 10

成長性

33/50 8/20. 41収益性

携帯電話で国内最大手(シェア4割強)。NTTグループ中核。好財務。

非通信事業を拡大中。

メルカリと提携し同社のフリマアプリでdポイント付与や利用開

始。日本通信への音声卸値めぐり総務省紛争処理委員会で審議中、

値下げ裁定なら減収影響。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

9437　ＮＴＴドコモ
企業理念＆キャッチコピー

「新しいコミュニケーション文化の世界の創造」に向けて、個人の

能力を最大限に生かし、お客様に心から満足していただける、より

パーソナルなコミュニケーションの確立を目指します。
（東証１部）【情報・通信】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 7 コロナ対策 7

営業利益成長率 10 社会貢献 7

ROE（自己資本利益率） 5

売上高営業利益率 3

安定性 自己資本比率 1

成長性

26/50 14/20 40収益性

業界4位、紙・板紙主力、「エリエール」ブランドで家庭紙首位級。

北越コーポの持分会社だが距離。

国内生産開始、7月増設で月産2600万枚に倍増。三島工場の印刷・

情報用紙抄紙機1台を板紙用に改造、4月稼働。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

3880　大王製紙
企業理念＆キャッチコピー

世界中の人々へ優しい未来をつむぐ。「世界中の人々へ優しい未来

をつむぐ」の達成に向けて、持続的な事業拡大による更なる発展を

目指してまいります。（東証１部）【パルプ・紙】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望
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財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 10 コロナ対策 7

営業利益成長率 7 社会貢献 3

ROE（自己資本利益率） 3

売上高営業利益率 5

安定性 自己資本比率 5

成長性

30/50 10/20. 40収益性

水平対向エンジンや4駆車、安全技術に強み。米国比率高い。航空機

も。トヨタが筆頭株主。

SUVなど当社製品の強みを生かせる中国、ロシア、豪州市場の展開

を強化、米国依存からの脱却を目指す。社債発行等で1000億円規

模の資金を調達。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

7270　SUBARU
企業理念＆キャッチコピー

私たちは常に先進の技術の創造に努め、お客様に喜ばれる高品質で

個性のある商品を提供します。私たちは常に人・社会・環境の調和

を目指し、豊かな社会づくりに貢献します。私たちは常に未来を見

つめ国際的な視野に立ち、進取の気性に富んだ活力ある企業を目指

します。

（東証１部）【輸送用機器】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 1 コロナ対策 3

営業利益成長率 3 社会貢献 10

ROE（自己資本利益率） 3

売上高営業利益率 10

安定性 自己資本比率 10

成長性

27/50 13/20. 40収益性

入園者数世界有数の東京ディズニーランド・シー運営。ホテル、商

業施設へ拡大。サービスに定評。

融資枠を２０００億円追加し財務基盤拡充。パーク休園で社員等５

４００人一時帰休。「アナと雪の女王」エリアなど２３年4のシー

拡張（２５００億円）計画不変。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

　4661 オリエンタルランド
企業理念＆キャッチコピー

自由でみずみずしい発想を原動力に素晴らしい夢と感動人としての

喜びそしてやすらぎを提供します。
（東証１部）【サービス】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 5 コロナ対策 10

営業利益成長率 5 社会貢献 5

ROE（自己資本利益率） 3

売上高営業利益率 5

安定性 自己資本比率 7

成長性

25/50 15/20. 40収益性

マヨネーズ、ドレッシングで国内首位。サラダ、総菜を育成中。子

会社にジャムのアヲハタ。

家庭内調理拡大受け、SNSなど活用し調味料使ったレシピ提案積極

化。ベビーフード製造に導入のAI原料検査装置は食品メーカー２０

社超へ外販進める。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

2809　キューピー
企業理念＆キャッチコピー

「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」をもって、食生活に貢献します
（東証１部）【食料品】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望
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【３－３】投資運用結果（終値ベース） 

 

高評価金額： 5,700,842 円 （2020 年 11 月 24 日）   

低評価金額： 4,998,956 円 （2020 年 11 月 2 日）   

評価額：     5,630,876 円 （2020 年 12 月 9 日）   

 

 

 

 

財務評価観点 財務評価合計

売上高成長率 5 コロナ対策 7

営業利益成長率 5 社会貢献 3

ROE（自己資本利益率） 7

売上高営業利益率 10

安定性 自己資本比率 3

成長性

30/50 10/20. 40収益性

JR東海。東海道新幹線と在来線１２路線保有。新幹線が」収益の約

７割。流通、不動産事業も展開。

２０年度リニア設備投資３８００億円は不変。手付かずの静岡工区

は有識者会議開催、早期打開図る。新幹線ネット予約は２１年春に

遅延時対応など利便性改善へ。

財務評価 企業ビジョン評価 企業ビジョン合計 総合得点

9022　東海旅客鉄道
企業理念＆キャッチコピー

日本の大動脈と社会基盤の発展に貢献する。
（東証１部）【陸運】

コアコンピテンス（強み） 企業未来展望
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４．投資家へのアピール 

 

私たちの投資ファンド「SDGs インベスター」は、SDGs（持続可能な開発目標）に着目した。

なかでも、「2．飢餓をゼロに」とういう項目で、飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状

況の改善を達成し、持続可能な農業を推進する。「6.安全なトイレを世界中に」という項目で、す

べての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する。「13．気候変動に具体的な対策を」

という項目で、気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る。これらの３つの課題に積

極的に取り組んでいる知名度の高い上場企業を集めた。成長性、収益性、安定性もレベルが高いう

え、将来への企業ビジョンも高い志を持つ企業群である。ＳＤＧsに対して高度な技術力と経営戦

略を持った日本企業にグローバルマネーを呼び込み、支援していく必要があるのではないか。 

 

５．日経 STOCK リーグを通して学んだこと 

 

私たちは、日経ストックリーグに初めて参加した。１年次前期科目の「食と健康」という講義の中

で「ＳＤＧs」について学び、人類は現在、地球規模で困難な問題に直面してことを知った。しか

し、具体的に解決に向けて誰が、どのように動いているかまでは、詳しくわからなかった、今回、

日経ストックリーグでは、この地球規模の大問題に積極的に取り組んでいる日本企業を『会社四季

報』や企業のホームページで徹底的に調べる経験ができた。同時に、日本企業がこれほどまでにＳ

ＤＧsに取り組んでいる事実も理解できた。加えて、日経ストックリーグへの参加で、企業の財務

分析や経営ビジョンの分析など、私たちの知識の幅が広がったと感じている。今回の経験で得たも

のを、２年次のビジネス課程の学びにつなげていきたい。 
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