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二酸化炭素ストップ❕ 
～キレイな社会づくりを目指して～ 
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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. 経済の主体には、生産・流通の主体である [6] 企業 、消費の主体である [7] 消費者 、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主体である [8] 政府 がある。 

 

3. 通貨には、紙幣や硬貨などの [9] 現金通貨 と、銀行などに預けられており振替などで決済手段とし

て機能する [10] 預金通貨 とがある。 

 

4. 2022 年からの成年年齢の引き下げに関する説明文のうち、誤っているものは？ 

[11]＿＿ｄ＿＿   

 

ａ．成年年齢の引き下げにより、18・19 歳は父母の親権から離れ、親の財産管理権が及ばなくな

る。 

ｂ．成年年齢の引き下げにより、男女とも 18 歳から結婚が可能になる。 

ｃ．親の同意なしで、携帯電話の契約を結んだり、アパートを借りたり、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に、いったん結んだ契約を取り消すためには「未成年取消権」の行使が必要

になる。 

 

5. 日本では人口減少が進む中、性別や年齢、言語や宗教など多様な視点を有する人たちで構成される

組織のほうが強さを増すという  [12]   ダイバーシティ   の重要性が指摘されている。  
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6. 2020 年に署名された RCEP(地域的な包括的経済連携)は、日本や中国、韓国など東アジアを中心

に  [13]  １５  か国が参加し、世界の人口と GDP のおよそ  [14]  約３  割を占める世界

最大規模の自由貿易圏である。 

 

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、FTA（自由貿易協定）の一つである。 

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。 

 

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。 

 

 

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．経済 ― 科学 ― 成長 

ｂ．環境 ― 社会 ― 企業統治  

ｃ．効率 ― 公正 ― 企業統治  

関連の深い 

SDGs の目標 

その主な理由 

７ エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 

電気自動車は二酸化炭素を排出しないため、環境にやさしいから。 

 

９ 産業と技術革新の 

基盤をつくろう 

リチウムイオン電池は長期間使用できる、“燃えない”かつ”持続性の高い”

電池で環境にやさしいから。 

１３ 気候変動に 

具体的な対策を 

温室効果ガスを防ぐための対策として、二酸化炭素を排出しない電気自

動車で排出量削減に繋がるから。 
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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]      ｄ       

 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.  2020 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. 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]   ｄ       

 ａ．投資信託では、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.  投資信託は、元本が保証されている金融商品ではない。 

 ｄ.  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。 

 

13.  次のうち、資本に対し企業がどれだけの利益を上げているかを表し、数値が高いほど経営効率が良いと

言える財務指標はどれか？ 

   [21]   a        

 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     [24]   知名度      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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要 旨 

目 次 

近年地球温暖化が進んでいる中で、私たちの生活に必要不可欠な車からも、多くの二酸化

炭素が排出されている。2021年～2040年で世界の平均気温上昇が 1.5度以上になる

とされており、温度上昇を 1.5度程度に抑えるためには、二酸化炭素の排出量実質ゼロを目

指し、二酸化炭素排出量削減を早急に進めていかなければならない。 

そこで、「二酸化炭素排出削減に向けて、そして綺麗な社会づくりのために私たちに何がで

きるのか」というテーマのもと、「リチウムイオン電池」「脱炭素」「再生可能エネルギー」の項目

に絞り、重点的に取り組んでいる企業を２０社ピックアップし投資ファンドを設立した。 
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【１－１】 私たちが直面している様々な社会的問題と経済や企業活動への影響 

課題 選んだ理由 経済や企業活動への影響 

二酸化炭素排出削減 

 

 

 

地球の平均気温は 4.0 ℃上

昇。また、このまま温暖化が進むと

動植物等の生態系への影響を

及ぼすとされているから。 

輸送部門への新型コロナウイルスの影響

の大きさ、輸送における電気と水素の急

速な普及、プラスチック使用に関するより

厳しい政策の仮定の反映など。 

 

 

 

 

【２－１】 関連記事  

分野・企業 日付 出所 内容（概要） 選んだ理由 

村田製作所 10 月１日 村田製作所 HP 
電気自動車に関わる部品

の製作に特化している。 

電気自動車の普及

を見込んで今後も必

要だと思ったから。 

イビデン 10 月１日 イビデン HP 
2017 年度対比で排出総

量の 16%削減および売上

あたりの排出量原単位を

50％削減することを目指し

ている。 

脱炭素に向けて温室

効果ガス排出削減に

取り組んでいるから。  

INPEX 10 月１日 INPEX HP 
石油・天然ガスの開発、多

様な再生可能エネルギーの

事業化や技術開発を行な

っている。 

特化している再生可

能エネルギーを利用し

てリチウムイオン蓄電

池にもこれから力を入

れていくのではないか

と思ったから。 

 

１．暮らしや社会の変化と経済との関係 

２．投資テーマの決定 
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【２－２】 投資テーマの社会的意義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ選定理由 

我々がこの地球に住み続けるためには、二酸化炭素を削減し地球を守る必要がある。そこで私たち

は、地球を取り巻く温室効果ガスの排出削減を実現とする取り組みを積極的に行う企業を私たちは応

援する。 

私たちはリチウムイオン電池、脱炭素、再生可能エネルギー、成長性のキーワードに着目し採点し

た。リチウムイオン電池は携帯機器や自動車にも使用されている。再生可能エネルギーは季節や環境

によってエネルギーの出力が安定しないので、多様な再生可能エネルギーの導入は懸念されている。し

かし、リチウムイオン電池を活用することにより、エネルギーの貯蓄を行い不安な要素をなくすことができ

る。しかし、リチウムイオン電池は値段が高価であるためコストが下がっていくと、リチウムイオン電池が主

流となっていく。温室効果ガスを制御し地球環境がより良くなることを展望する。 

投資テーマ 

二酸化炭素ストップ❕ 

～キレイな社会づくりを目指して～ 
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【３－１】 スクリーニング及びポートフォリオ 

 

 

 

『会社四季報』+各社ＨＰから 78 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 (自己資本比率 ％)→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。 

 

 

 

 

 

 

 

【成長性】【収益性】【安全性】の項目は上記の①～⑤の 5 つ→50 点満点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 位～１４位 10 点 

15 位～30 位 7 点 

31 位～46 位 5 点 

47 位～62 位 3 点 

63 位～78 位 1 点 

３．ポートフォリオの作成 

第 1スクリーニング 財務スクリーニング 
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【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」「社長メッセージ」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？ 

 

 

 

 

 

 

［採点の指標］ 

 

とても良い 5 点 

やや良い 4 点 

普通 3 点 

やや不足 2 点 

まったく不足 1 点 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

リチウムイオン電池 5 点 

脱炭素 5 点 

再生可能エネルギー 5 点 

成長性 5 点 

合計 20 点 

第 2スクリーニング 定性スクリーニング 
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【３－２】 投資企業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 証券コード 上場 業種 企業名 取得株価(11月１日）[円] 購入株数 購入金額[円] 組入比率

1 6981 東証1部 電気機器 村田製作所 8,619 30 258,570 5.17%

2 4062 東証1部 鉱業 イビデン 6,890 35 241,150 4.82%

3 1605 東証1部 電気機器 INPEX 969 180 174,420 3.49%

4 6501 東証1部 電気機器 日立製作所 6,799 120 815,880 16.32%

5 9517 東証1部 電気・ガス イーレックス株式会社 2,652 60 159,120 3.18%

6 7751 東証1部 電気機器 キャノン 25,765 30 772,950 15.46%

7 1407 JASDAQ 医薬品 ウエストホールディングス 6,590 1 6,590 0.13%

8 6758 東証1部 電気機器 ソニーグループ 13,850 40 554,000 11.08%

9 5074 東証1部 建設 テスホールディングス 2,498 30 74,940 1.50%

10 6653 東証1部 電気機器 正興電機製作所 1,285 30 38,550 0.77%

11 5233 東証１部 ガラス・土石製品 太平洋セメント 2,482 100 248,200 4.96%

12 1911 東証1部 建設 住友林業 2,332 110 256,520 5.13%

13 6619 東証1部 電気機器 ダブルスコープ 936 45 42,120 0.84%

14 6506 東証1部 電気機器 安川電機 5,090 10 50,900 1.02%

15 9514 東証1部 電気・ガス エフオン 836 5 4,180 0.08%

16 3038 東証1部 卸売業 神戸物産 3,955 25 98,875 1.98%

17 9519 東証1部 電気・ガス レノバ 5,000 200 1,000,000 20.00%

18 9432 東証1部 情報・通信 日本電信電話 32,280 1 32,280 0.65%

19 6723 東証1部 電気機器 ルネサスエレクトロニクス 1,400 20 28,000 0.56%

20 6005 東証１部 機械 三浦工業 4,460 32 142,720 2.85%

4,999,965 100.00%

35

5,000,000

ポートフォリオ金額合計

残金

日経STOCKリーグ設定金額上限

ポートフォリオ（ファンド）名 : 二酸化炭素ストップ❕ ～キレイな社会づくりを目指して～ 
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【企業データ】 

 

 

 

 

 

 

 

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 リチウムイオン電池 5

営業利益成長率 7 脱炭素 3

ROE(自己資本利益率) 10 再生可能エネルギー 4

売上高営業利益率 10 成長性 5

安定性 自己資本比率 10

6981　村田製作所 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【電気機器】
独自の製品を供給して文化の発展に貢献する、信用の蓄積につとめ、

会社の発展と協力者の共栄をはかる

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

”Innovator in Electronics”のもと、軽薄短小のモノづくりによる資源

の効率利用、高効率モジュールの供給による省エネへの貢献、通信市

場・自動車市場などへの独自性のある製品の提供

5G、LPWAに代表される 次世代通信技術であり、これらによっても

たらされる高速通信・低遅延・大容量化・広域通信・同時多接続と

いった通信技術の進化

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

44/50 17/20 61/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 リチウムイオン電池 1

営業利益成長率 10 脱炭素 4

ROE(自己資本利益率) 5 再生可能エネルギー 4

売上高営業利益率 10 成長性 5

安定性 自己資本比率 10

4062　イビデン 企業理念＆キャッチコピー

(東証1部)　【鉱業】
「私たちは、人と地球環境を大切にし、革新的な技術で、豊かな社会

の発展に貢献します。」

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

「現地・現物・自掛」「5S活動」「TPM活動」「自工程完結活動」

「クロスセクション・チームワーク活動」
ESG(環境・社会貢献・ガバナンス)経営を推進

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

45/50 14/20 59/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 リチウムイオン電池 2

営業利益成長率 10 脱炭素 4

ROE(自己資本利益率) 3 再生可能エネルギー 5

売上高営業利益率 10 成長性 4

安定性 自己資本比率 10

1605　INPEX 企業理念＆キャッチコピー

(東証1部)　【電気機器】
エネルギーの開発・生産・供給を、持続可能な形で実現することを通

じて、より豊かな社会づくりに貢献する

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

カーボンリサイクル等の新規事業、基板事業である石油・天然ガス上

流事業のクリーン化・強靭化と併せて、これまで当社が国内外で培っ

た技術や操業経験等が強み

2050年ネットゼロカーボン社会の実現に向けたエネルギー構造の変

革に積極的に取り組む

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

43/50 15/20 58/70収益性
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 リチウムイオン電池 5

営業利益成長率 10 脱炭素 5

ROE(自己資本利益率) 10 再生可能エネルギー 5

売上高営業利益率 7 成長性 5

安定性 自己資本比率 3

6501　日立製作所 企業理念＆キャッチコピー

(東証1部)　【電気機器】 優れた自主技術・製作の開発を通じて社会に貢献する

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

100年を超える歴史の中で培ってきた制御・運用技術と5年以上にわた

る情報技術（IT）の蓄積

世界中の人々が望む“ 良いこと”、すなわち“Good”の実現に全力を注

ぎ、Quality of Life（QoL）の向上や持続可能な社会の構築に取り組

む

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

37/50 20/20 57/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 リチウムイオン電池 1

営業利益成長率 10 脱炭素 3

ROE(自己資本利益率) 10 再生可能エネルギー 5

売上高営業利益率 10 成長性 4

安定性 自己資本比率 3

9517　イーレックス株式会社 企業理念＆キャッチコピー

(東証1部)　【電気・ガス】
GO NEXT　再生可能エネルギーをコアに電力新時代の先駆者にな

る。「共創の輪」

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

「ベンチャー精神を忘れず、果敢に取り組む力」、新バイオマス燃料

の研究・開発

バイオマス発電を基盤として、燃料事業から発電事業、自由化で重要

度が増すトレーディング事業、電力小売事業まで一貫した電力事業に

取り組み、再生可能エネルギーを軸に成長

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

43/50 13/20 56/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 リチウムイオン電池 3

営業利益成長率 10 脱炭素 5

ROE(自己資本利益率) 1 再生可能エネルギー 5

売上高営業利益率 5 成長性 5

安定性 自己資本比率 10

7751　キャノン 企業理念＆キャッチコピー

(東証1部)　【電気機器】 「共生」「顧客主語」

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

システム開発力や数理技術など時代に先んじる独自のIT、中堅・中小

から大手企業まで広範で強固な顧客基盤を持ち合わせていること

ITガバナンスを導入し、IT投資管理の効率化とグループシナジーの最

大化を追求するとともに、定常的なITコストを削減する取り組み

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

36/50 18/20 54/70収益性
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 リチウムイオン電池 1

営業利益成長率 7 脱炭素 5

ROE(自己資本利益率) 10 再生可能エネルギー 5

売上高営業利益率 10 成長性 4

安定性 自己資本比率 1

1407　ウエストホールディングス 企業理念＆キャッチコピー

(JASDAQ)　【医薬品】
ESG（「Environment＝環境」「Social＝社会」「Governance＝企業

統治」）

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

省エネを中心に展開、省エネ時代を予見したウエストエスコのサービ

ス事業

地球環境を考えたトータルエネルギーソリューションを通じてSDGs

を積極的に推進し、持続可能な社会づくりに貢献

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

38/50 15/20 53/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 リチウムイオン電池 5

営業利益成長率 7 脱炭素 4

ROE(自己資本利益率) 10 再生可能エネルギー 5

売上高営業利益率 10 成長性 3

安定性 自己資本比率 1

6758　ソニーグループ 企業理念＆キャッチコピー

(東証1部)　【電気機器】
「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満た

す」、「人に近づく」

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

ブランデッドハードウェア事業の立て直し、収益力強化、デバイス領

域におけるCMOSイメージセンサーへの集中

バッテリー事業などを譲渡し、強みを活かせるCMOSイメージセン

サーに経営資源を重点投下

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

35/50 17/20 52/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 リチウムイオン電池 1

営業利益成長率 7 脱炭素 4

ROE(自己資本利益率) 10 再生可能エネルギー 4

売上高営業利益率 10 成長性 4

安定性 自己資本比率 1

5074  テスホールディングス 企業理念＆キャッチコピー

(東証1部)　【建設】 顧客重視・顧客満足

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

「再生可能エネルギーの主力電源化」「省エネルギーの徹底」「エネ

ルギーのスマート化」

「ステークホルダー重視の経営を進めること」、「ESGとコンプライ

アンスを経営の根幹に置くこと」

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

38/50 13/20 51/70収益性
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財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 リチウムイオン電池 4

営業利益成長率 7 脱炭素 2

ROE(自己資本利益率) 7 再生可能エネルギー 4

売上高営業利益率 7 成長性 4

安定性 自己資本比率 5

6653　正興電機製作所 企業理念＆キャッチコピー

(東証1部)　【電気機器】 「最良の製品・サービスを似て社会に貢献する」

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

ＯＴ・ＩＴ・プロダクトの3つすべてを有する強みを生かし、電力・環

境及び海外でのインフラ事業の取り組み

エコな社会創り、情報と制御の独創技術で新製品・新事業の創出に取

組み、環境にやさしく安全で快適な社会のインフラ（基盤）構築に貢

献

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

36/50 14/20 50/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 リチウムイオン電池 5

営業利益成長率 5 脱炭素 4

ROE(自己資本利益率) 7 再生可能エネルギー 4

売上高営業利益率 7 成長性 4

安定性 自己資本比率 7

5233　太平洋セメント 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【ガラス・土石製品】 Cement of Life 暮らしを守り、社会を支える

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

国内セメント事業、資源事業、環境事業、海外事業を中核にグローバ

ルに事業を展開している。

地球の資源は有限であり、環境負荷についても制約があることを認識

し、現世代だけでなく次世代も含めて永続的に発展する地球の未来を

拓く先導者を目指す。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

33/50 17/20 50/70収益性

財務評価観点 財務評価合計 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 リチウムイオン電池 3

営業利益成長率 7 脱炭素 2

ROE(自己資本利益率) 10 再生可能エネルギー 5

売上高営業利益率 5 成長性 5

安定性 自己資本比率 3

メンブレフィルムのウェット製法

川上の森林経営から川中の木材・建材の製造・流通、川下の木造建築

や再生可能エネルギー事業を通じて再生可能な自然資本である森林資

源を有効に活用し、脱炭素社会の実現に貢献します。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

35/50 15/20 50/70収益性

1911　住友林業 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【建設】 木と生きる幸福

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 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 リチウムイオン電池 5

営業利益成長率 7 脱炭素 1

ROE(自己資本利益率) 10 再生可能エネルギー 1

売上高営業利益率 10 成長性 3

安定性 自己資本比率 1

デジタルカメラ、スマートフォン、電気自動車など様々な時代の成長

産業においてリチウムイオン電池と時代のニーズにそった独自提案や

きめ細かいカスタマイズ

メンブレフィルムの製品技術を応用してエネルギー関連、水関連、空

調関連、医療の製品開発を続けて参ります。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

38/50 10/20 48/70収益性

6619　ダブルスコープ 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【電気機器】 フィルムでつくる暮らしと未来

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 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 5 リチウムイオン電池 4

営業利益成長率 7 脱炭素 4

ROE(自己資本利益率) 5 再生可能エネルギー 3

売上高営業利益率 10 成長性 3

安定性 自己資本比率 7

・技術立社　・顧客満足の追及　・品質本位　・先読みの事業構想た

るメカトロニクス　・方針管理　・グローカル経営

「２０２５年ビジョン」ではSDGｓを経営戦略に取り入れ、事業を通

じて広く社会の発展、人類の福祉に貢献するとした経営理念の実現に

繋げることで、持続的な企業価値の向上を目指しています。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

34/50 14/20 48/70収益性

6506　安川電機 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【電気機器】 技術立社

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 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 リチウムイオン電池 1

営業利益成長率 5 脱炭素 3

ROE(自己資本利益率) 7 再生可能エネルギー 3

売上高営業利益率 10 成長性 3

安定性 自己資本比率 5

木質バイオマス発電において含水率の低い燃料と混合し、適切な温度

調整を行える。

人類やその他の生き物が地球上で継続的に暮らせること。

少しでも未来の暮らしを豊かにすること。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

37/50 10/20 47/70収益性

9514　エフオン 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【電気・ガス】 環境を通し未来をつなぐ。エネルギーの黒子であろう

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 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 リチウムイオン電池 1

営業利益成長率 5 脱炭素 3

ROE(自己資本利益率) 10 再生可能エネルギー 5

売上高営業利益率 7 成長性 4

安定性 自己資本比率 5

「プロの品質」「食の安全」をお届けするために、日本最大級の「食

の製販一体体制」を確立している。適切で効率的な製造・仕入れを行

うことにより、無駄を削減したローコスト運営を可能にしている。

引き続き業務スーパーの新規出店・既存店の活性化に注力し、将来的

には業務スーパーの店舗数1,000店舗以上を目指してまいります。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

34/50 13/20 47/70収益性

3038　神戸物産 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【卸売業】
「良いものをより安く」を大義として、皆さまの生活を少しでも支え

たい

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 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 リチウムイオン電池 3

営業利益成長率 3 脱炭素 3

ROE(自己資本利益率) 10 再生可能エネルギー 5

売上高営業利益率 10 成長性 4

安定性 自己資本比率 1

太陽光、風力、地熱、木質バイオネスなどの自然の恵みをともに分か

ち合う、「共存共栄」を重視した経営

再生可能エネルギーという自然の力を最大限活用して、豊かな地球と

暮らしを未来の世代につないでいくために、これからも挑戦し続けま

す。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

31/50 15/20 46/70収益性

9519　レノバ 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【電気・ガス】
グリーンかつ自立可能なエネルギー・システムを構築し

枢要な社会的課題を解決する

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 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 7 リチウムイオン電池 1

営業利益成長率 7 脱炭素 3

ROE(自己資本利益率) 7 再生可能エネルギー 4

売上高営業利益率 10 成長性 4

安定性 自己資本比率 3

今まで培ってきた顧客基盤・通信ネットワーク・ICT技術のノウハウを

活用し、国内外問わず、幅広い範囲で事業を展開している通信事業の

リーディングカンパニー。

業務変革やDX、制度見直しや環境の整備を進めていくことにより、

リモートワークを推進し、ワークインライフの推進、オープン、グ

ローバル、イノベーティブな業務運営を実現していきます。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

34/50 12/20 46/70収益性

9432　日本電信電話 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【情報・通信】 これからの人間らしさを考える。NATURAL　SOCIETY　LAB

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 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 リチウムイオン電池 2

営業利益成長率 10 脱炭素 1

ROE(自己資本利益率) 3 再生可能エネルギー 2

売上高営業利益率 10 成長性 2

安定性 自己資本比率 5

インテリジェンスの強化に向けて、マイクロコントローラ、アナロ

グ、パワーデバイスのラインアップを総合的に強化、拡大している。

お客様の製品・システムの省エネ化、小型化などを通じて、地球温暖

化の防止、資源の有効活用といった地球環境保全活動に貢献していま

す。

財務評価 企業ビジョン評価

成長性

38/50 7/20 45/70収益性

6723　ルネサスエレクトロニクス 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【電気機器】
「ルネサスは人々の暮らしを楽（ラク）にする技術で、持続可能な将

来を築きたいと考えています。」

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 企業ビジョン合計 総合得点

売上高成長率 10 リチウムイオン電池 3

営業利益成長率 7 脱炭素 2

ROE(自己資本利益率) 10 再生可能エネルギー 5

売上高営業利益率 5 成長性 5

安定性 自己資本比率 3

成長性

35/50 15/20 50/70収益性

6005　三浦工業 企業理念＆キャッチコピー

(東証１部)　【機械】
熱・水・環境の分野で、環境に優しい社会、きれいで快適な生活の創

造に貢献します

コアコンピテンス(強み) 企業未来展望

・小型貫流ボイラ市場における圧倒的な地位

・高効率ボイラを支える技術開発力と豊富な製品ラインアップ

・製品単位にとどまらない工場単位での診断力と提案

世界共通のテーマである、地球温暖化対策において、ミウラは、脱炭

素社会と水素社会の実現にむけてチャレンジしています。

財務評価 企業ビジョン評価
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【3‐3】 投資運用結果 (終値ベース) 

 

 

   

高評価金額： 5,267,695 円 （2021 年 11 月 25 日） 

低評価金額： 4,868,395 円 （2021 年 12 月 2 日） 

評価額：      4,868,395 円 (2021 年 12 月 2 日現在）  
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４．投資家へのアピール 

５．日経 STOCKリーグを通して学んだこと 

６．参考文献 

私たちは、今回初めて日経ストックリーグに参加した。1 年を通して気温の変化や気候変動を身近

に感じ、地球規模で深刻な問題に直面していることを知った。様々な企業を調べていく中で、それぞれ

の会社の方針や活動をより深く知ることができた。例えば私たちが重点を置いた脱炭素やリチウムイオン

などは、自分たちが思った以上に多くの企業が活動を進めており、将来性が高い企業がまだまだ多くある

ことを知った。その多くの取り組みは SDGs に関連しており、私たちの日常生活の中で取り組めることが

あることを学んだと同時に、今回初めて投資という取り組みを行って、普段の生活では触れる機会がな

い課題に取り組むことができた。私たちの知識の幅が広がり、さらにチームの絆も深めることができた。 

 

「未来を変える目標 SDGs アイデアブック」 (2018) 一般財団法人 think the Earth 

「会社四季報 2021 年 ３集」 （2021） 東洋経済新報社 

将来的に地球温暖化が今よりもさらに深刻になることに危機感を感じ、そのための取り組みを行って

いくことが大切だと感じた。今回調べた 20 社は私たちが特に重点を置いた「リチウムイオン電池」「脱炭

素」「再生可能エネルギー」の３つの項目に沿う取り組みをしている企業をピックアップした。 

オミクロン株によって日経平均株価は全体で－6.4％下がっているなか、私たちがピックアップした企業

は大幅に下がることなく、－2.6％にとどまり大きな影響を受けることがなかった。そのことからこれらの企

業は成長性にも優れており、将来性があると感じた。それらの企業に世界中から投資資金を集め、支

援し、地球温暖化の防止につながることに期待を寄せている。 


