「リスクアペタイト・フレームワーク」が変える

リスク管理の世界

─ 経営戦略とリスク管理が融合するとき ─

2回

ステークホルダーの期待の把握、
及び把握すべきリスクのスコープの考え方

第

有限責任監査法人 トーマツ リスク管理戦略センター センター長

大山 剛

前号のシリーズ第一回では、
「 リスクアペタイト・フ

このうち今号では、RAFの作業プロセスの初期段

レームワーク（以下RAF）とは何か」というタイトル

階で判断が求められる、ステークホルダーの期待の

で、最近よく聞かれるようになったRAFの概要を説

把握と、RAFで対象とすべきリスク・スコープの考え

明した。その中で、リスクアペタイトとは、ステークホ

方を示す。

ルダーの期待を受けて経営がビジネス目的を達成す
るために敢えて取るリスクであり、これを経営が決定
し、同時にリスクアペタイトが期待のレンジの範囲
内に収まるようにする枠組みがRAFだと述べた。シ

１．主要ステークホルダーの
期待の確認

リーズ第２回である今号からは、RAFを実際に構築・
運営する作業プロセスや、その際に直面する課題を、
具体的な例に沿いながら説明していくこととする。
RAF構築・運営の作業プロセスの概要を示すと次
のようになる。
（ 図表１）
図表1 リスクアペタイト・フレームワーク
（ＲＡＦ）
を
構築するための作業プロセス
今号が対象とする作業プロセス

主要ステークスホルダーの期待の確認
リスク・スコープの決定
リスクアペタイト
（RA）指標の選定
RA水準（レンジ）の決定
現状のリスクの特定・測定
リスク水準の適切性の確認と必要に応じた経営計画の修正
戦略レベルのRA指標の下位レベルへの落とし込み
リスクのモニタリング、制御の実行
RAをベースとした評価体系の構築と実行
RAFのディスクロージャー資料の作成
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RAFを構築するに際し、経営に大きな影響を及ぼす
ステークホルダーを特定化すると同時に、これらのス
テークホルダーが企業に対しどのような期待を抱いて
いるのかを確認することは、
プロセスの出発点だ。そ
もそも経営者とは、これらステークホルダーが一定の
目的を達成するために選ばれた「代理人」に過ぎない
ともいえる。
ＲＡＦは、様々なステークホルダーが企業に
求める様々な期待を、透明性の高い形で、経営者がバラ
ンスさせるための枠組みだと考えることができる。
企業が有する主要ステークホルダーとしては、一般
に以下が重要である。
①株主
②メインバンクや他の債権者・格付機関
③顧客

ステークホルダーの期待の把握、及び把握すべきリスクのスコープの考え方

④政府・一般社会

換言すれば、債務を履行できる程度の収益力を望む一

⑤従業員

方で、債務不履行に至る可能性を増やすようなリスク

⑥その他（事業の提携先や自社業務の依存度が高い商

テイクは望まない。金融機関からの借り入れの可否は、

品・サービス等のプロバイダー、
アウトソース先等）

資金繰りを外部資金調達に強く依存する企業にとっ

以下では、上記①〜⑤のステークホルダーそれぞれ

て、企業経営の先行きに大きな影響を与えることから、

が一般的に有すると考えられる、企業に対する期待を

これら債権者の期待に応えることは非常に重要とな

みる。なおその際、
「収益改善を目指す」
リスクアペタイ

る。一方で、例えば無借金企業等からみれば（将来にお

トを中心に、それぞれのステークホルダーのポジショ

ける金融機関からの資金調達を検討していなければ）、

ンを比較するが、言うまでもなく、
アペタイトの対象は

こうしたステークホルダーからの期待を意識する必要

「収益改善を目指す」ためにテイクするリスクに限ら

はない。また銀行借入ではなく、債券の発行等で資金

れるわけではない。この点は、後述する。

を調達しているケースでは、債務不履行の可能性が、例

① 株主の期待とは

えば格付機関が付与する格付けを通じて、同債券の流

収益のアップサイドを享受する株主の期待とは、よ

通市場価格に反映され、これが結果的に、主に資金調

り高い収益率や配当、或いは株価の実現であり、これら

達コストや資金繰り等を通じて、当該企業の経営に影

を意識した上で、収益改善を目指すリスクを積極的に

響を及ぼすこととなる。

取ることだといえる。したがって、株主の期待は往々に

一般債権者の期待をより具体的に理解するために

して、このようなリスクアペタイトの「下限」として表

は、これら債権者（特に金融機関）や格付機関が、いか

現される。もっとも、後述するように、こうした期待は、

なる状況をもって、債務履行に至る可能性が増したと

リスクテイクに対しより慎重な、
メインバンク等他のス

考えるかが重要である。従来であれば、例えば金融機関

テークホルダーの期待と対立することもある。仮に、
メ

が使用している一般的な信用リスクモデル（企業の財

インバンクのサポートが企業の継続性に大きな影響を

務の安定性に係る様々な指標をベースに破綻確率を導

与えている場合には、メインバンクが定めた収益に係

くもの）を想定すれば、自ずと、このステークホルダー

るリスクアペタイトの「上限」の範囲内で、最大限株主

が重視する指標（例えば、自己資本比率や流動比率、有

の期待に応えていくこともありえる。また株主の間で

利子負債返済年数等）も分かった。しかし最近では、例

も、短期的な収益の追求を求めるのか、或いは、より長

えば金融機関は貸出判断に際し、
ＥＳＧリスク（環境・社

期の視点で収益追求を求めるのか等、投資のタイムホ

会・ガバナンスに悪影響を与えるような行為が当該企

ライズンを巡り大きく異なる期待が存在することには

業の経営を不安定化させるリスク）まで考慮すること

留意する必要がある。

が求められるようになっており、結果としてその期待

株主は、その一方で、収益の過度なボラティリティを抑
えて欲しいという期待も持つ。また、株主の「代理人」で

の及ぶ範囲は広がる傾向にある。
③ 顧客の期待とは

ある経営者が、その株主を裏切り、自らの利益のために

顧客が企業に有する期待は、自分達のニーズを満た

動くといったリスクを抑制することも期待する。こうし

す、十分に信頼することが出来る商品やサービスを提

たリスクへの対処としては、近年であれば、たとえば、独

供して欲しいということである。これが収益改善を目

立取締役の（特にリスク管理や、報酬、人事面での）役割

指すリスクアペタイトとどのような関係を持つかは必

強化等、様々な形での「ガバナンス強化」が挙げられる。

ずしも明確ではないが、何らかのアクションを起こさ

② メインバンクや他の債権者・格付機関の期待とは

なければ、そのような商品やサービスは提供できない

メインバンクを始めとした債権者が有する企業に対
する期待とは、基本的には債務を履行することである。

という意味では、両者は一般には緩やかな正の相関を
もつと考えられる。

2014/10 季刊

●

企業リスク 55

但し、収益改善を目指すリスクアペタイトが、株主だ

或いは、組織外の第三者（メインバンクや株主）とリスク

けでなく、顧客も満足させるのか否かは、最終的には、

アペタイトを議論する際には、従業員を経営者と分けた

顧客のニーズ・期待に対し、企業がどのように対応しよ

上で、従業員の「期待」とこれへの「対応」を「見える化」す

うとしているのかに依存する。顧客から収益を得るた

ることも考えられる。従業員を一ステークホルダーとみ

めには、原則二つの方法しかない。一つは顧客のニー

なすことは、従業員の期待が他のステークホルダーの期

ズを満たすことで、そこにバリューを感じてもらうこ

待と必ずしもマッチしない現実を受け入れた上で、時に

と。もう一つは、言葉は悪いが、顧客を騙す（顧客が本

は他のステークホルダーの期待を犠牲にしながら、従業

来期待していないものを、期待していたものであるか

員の期待に答える余地を残すことにも繋がる。

のように装い、提供する）ことである（但し、この二つの

仮に従業員を一ステークホルダーと捉えた場合、彼

違いを明確に把握することは、実は必ずしも容易では

らが経営に対し有する最大の期待は処遇であり、換言

ない）。一般に、目指す収益の水準が非常に高くなると

すれば、報酬の水準や労働環境の改善ということにな

（収益改善を目指すリスクアペタイトが非常に大きく

る。したがって、収益改善のためのコストカットの一環

なると）、顧客を騙す誘因（収益偏重の姿勢）も強まる

として、リストラや賃下げ等を強行すれば、従業員の期

と考えられる。

待を裏切ることとなる。この他、企業の社会的ステータ

④ 政府/政治家・一般社会の期待とは

スの維持・向上も、従業員にとっては通常大きな関心事

政府/政治家は直接的に、その時々の一般社会の声
を反映した期待を企業に対し向けてくることが多い。

期待を裏切ることにも繋がる。

例えば消費者金融の分野で、社会公正の問題がきっか

収益改善を目指すリスクアペタイトとの関係は、正に

けに、グレーゾーン金利が突然過去に遡って違法とな

どのような方法で収益を改善するか次第だといえる。但

り、その過払い金利の返済が業界全体の経営を大きく

し、主に経営者が収益のアップサイドを享受するという

揺るがしたことは記憶に新しい。このほかにも、最近

視点に立つ一方で、雇用の安定性は従業員にとって非常

では、個人情報の漏洩や商品の誤表示等で、一般社会

に重要なテーマだと考えれば、雇用の安定性を確保で

の不満や不安が高まり、これを背景に政府や政治家が

きる程度の収益力を望む一方で、
リストラ等に至る可能

動き出すことで、企業を取り巻く外部環境が一変する

性を増やすようなリスクテイクは望まないと考えられ

ケースも多くなっている。

る。そういう意味で、比較的、
メインバンクや債権者と似

一方、政府/政治家や一般社会の企業に対する期待

たアペタイトを有している。

は、上記のような収益改善を目指すリスクアペタイト

以上みてきたように、様々なステークホルダーが有し

を萎縮させるものばかりではない。例えば、雇用の増

ている企業に対する期待は、収益改善を目指してリスク

加、経済成長への貢献、地域産業の振興等、リスクテ

を取って欲しいのか、或いは、より慎重に行動して欲し

イクを促すものもある。なお、政府/政治家や一般社会

いのか（財務の健全性維持を優先して欲しいのか）、と

は、企業に対する直接的なステークホルダーではない

いう座標軸だけでは表現できない。特に、顧客や政府/

ため、上記のような期待に対し、すぐさま答えなければ

一般社会、従業員の企業に対する期待は、こうした座標

ならないというわけではない。但し、政府・政治家や一

軸に加えて、
「 提供している商品やサービスへの信頼」、

般社会の声は、これが大きくなれば、新しい法律が出来

或いは「組織への信頼」が満たされるのか、或いは裏切

るといった具合に、将来の新しい外部環境の「早期警

られるのか、という側面も重要となる。このように考え

戒指標」的性格を有していることも事実である。

ると、様々なステークホルダーの期待は、大きく
「収益力

⑤ 従業員の期待とは

の改善」、
「 財務健全性の維持」、
「 提供する商品・サービ

経営内部での事業計画作成や戦略的な議論の展開、
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スへの信頼」、
「組織への信頼」の４つのエリアに分けた
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上で、整理することが必要である。一般に株主は「収益力

えば、リスクが発生する要因に焦点を当てたリスク分

の改善」、メインバンク等債権者や格付機関は「財務健

類をみると、次のようなものが挙げられる。

全性の維持」、顧客、政府/一般社会、従業員は「提供する
商品・サービスへの信頼」、
「 組織への信頼」を重視する
と考えられる。但し、例えば株主も、程度の差こそあれ、
「財務健全性の維持」、
「 提供する商品・サービスへの信
頼」、
「 組織への信頼」も考慮する等、その係り方は複雑
である。企業経営者には、このように複雑に絡んだ異な

（内生要因に基づくリスク）
①自社の経営戦略の失敗等、事業の不調から財務の健
全性を毀損してしまうリスク
②ガバナンスや監督の不備に基づくリスク
③トレーディングの失敗等、市場のランダムウォーク
への対応の失敗から損失をもたらすリスク

るステークホルダーの期待を解きほぐし、いかにして、

④内部不正が損失をもたらすリスク

特定のステークホルダーの期待を大きく裏切ることな

⑤顧客にとって不適切な商品やサービスが提供されて

く、多くのステークホルダーの期待を最大限満たしてい
くことが出来るか、その解が求められている。

しまうリスク
⑥労務に係るトラブルが損失をもたらすリスク
⑦ITシステムに係るトラブルが損失をもたらすリスク

2. RAFが対象とすべき
リスク・スコープの決定

（外生要因に基づくリスク）
⑧マクロ経済や金融環境の変動が損失をもたらすリスク
⑨災害・事故・疫病等から財的、或いは人的損害を受け
るリスク

RAFにおいては、従来のリスク管理以上に幅広いリ
スクを取り込むことが求められている。特に、経営戦
略と直結する戦略リスクや、リスクの計量化が困難な
がら重要だと思われるリスクは、積極的に取り込んで

⑩悪意ある外部不正が損失をもたらすリスク
⑪規制変更や政策、戦争等公的機関の行動が損失をも
たらすリスク
⑫取引先等の破綻が損失をもたらすリスク

いくことが必要だ。RAFに様々なリスクを取り込む際

このうち、内生要因に基づくリスクに関しては、一

に、まず最初に確認すべきことは、経営陣のリスクア

般には①及び②がより原因に近いリスクと認識され、

ペタイトに係る考え方だといえる。経営陣が、意識的

これが結果的に、③～⑦や⑫を誘発するケースが多

に取ろうとするリスク、あるいは抑制したいと考える

い。同様に外生要因に基づくリスクも、一般に⑧～⑪

リスクこそが、RAFの対象となるべきリスクなのだ。

がより原因に近いリスクと認識され、これが⑫や③～

これが確認できない中で、リスクのスコープの議論が

⑦を誘発するケースが多いといえる。

先行しても意味がない。但し、最初にRAFを構築する

また、上記のようなリスクの更に背後にある本源的

際には、経営陣としても、既存のリスク管理の体制や、

リスク要因（時にリスクドライバーと呼ばれるもの）

一般的にRAFの中に取り込まれている様々なリスク

としては、例えば、次のようなものが指摘されている。

の存在を認識し、さらにはこれらリスクがどの程度、

①人間の本能（human nature）

自らの組織に存在しているのかを分かった上で、RAF

②企業として方針、業界特性

で扱うリスクを決める必要がある。仮に上記で挙げた

③外部環境の変化

リスクの中に、経営陣が意識するリスクが含まれない
場合には、新リスクを追加することも求められる。

RAFが対象とするリスクも、基本的には上記のような
リスクとなる。もっとも、RAFで重要なことは、
「 ステー

以下ではまず、現状企業の中で取り上げられている主

クホルダーの期待に答える」という視点であり、そうい

なリスクを列挙する。企業のリスク管理の中で、通常取

う意味で、通常のリスクの概念（基本的には、企業に損

り上げられるリスクには様々なタイプのものがある。例

失をもたらす可能性）よりは、ステークホルダーの期待
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を「裏切る」側面を重視する。極端に言えば、
「 ステーク

しも常にというわけではないが）
トレードオフの関係

ホルダーの期待を裏切る可能性」自体が、RAFの世界で

にある。また、政府や一般社会も、企業の戦略には関心

の「リスク」だといえる。
したがって、各企業にとって重要

が高い。このステークホルダーの期待は、主に、経済成

なリスクとは、重要なステークホルダーが、その企業に

長や雇用への貢献ということとなり、そういう意味で

対し期待している「行動」に強く係るものとなる。既に前

は、株主と同様、一般社会に悪影響を及ぼさない範囲

節において、各ステークホルダーの一般的な期待を記し

内の積極的なリスクテイクを期待する傾向にある。な

たが、各企業が、重要なステークホルダーの自社に対す

お、従業員に関しては、経営戦略そのものに、
（ リスト

る期待をより明確に把握することが、
「自社にとって重要

ラ等の）待遇の悪化が内在している場合には、その期

なリスクとは何か」を知る第一歩となるのだ。

待を裏切ることに繋がる。
②ガバナンスや監督の不備に起因するリスク

以下では、冒頭で示した、発生要因に基づく12のリ
スク（7つの内生要因と5つの外生要因）に対応させる

通常ガバナンス・リスクといわれたり、一部はオペ

形で、主要ステークホルダーの期待の「裏切り」
（ つま

レーショナル・リスクの中に分類されているリスクが

りはリスクの顕現化）が、具体的にどのような形で生

これだ。トップの姿勢が問われているという意味で

じるのかを示す（図表2）。

は、③や④よりも深刻な形で、各ステークホルダーの

（内生要因に基づくリスク）

期待を裏切ることとなる。特に株主にとっては、こうし

①経営戦略の巧拙に基づくリスク

た事象は、経営を委託した「エージェント」そのものの
裏切りとなることから、
「 裏切られ感」は非常に強い。

このリスクは、一般には「戦略リスク」という名称
で呼ばれているものだ。このリスクが顕現化する（期

同様に従業員の期待も裏切られることで、人材流出リ

待が裏切られる）タイプは、ステークホルダーによっ

スクが顕現化することも考えられる。

てやや異なる。例えば短期的な収益を追究する株主に

③トレーディングの失敗等のリスク

とっては、経営資源の活用に関する経営のパッシブな

このリスクは、通常「市場リスク」と呼ばれるものの

対応（要はリスクテイクをしないこと）こそが、企業の

一つだ。ステークホルダーの視点からみたリスクの顕

収益低迷に繋がると い う 意 味で、期 待 に 対 する 裏 切

現化のタイプは、①、②と同じである。
トレーダーの監

り とな る。これ に 対し、銀 行や債権者は、大胆なリス

督不備が背景にある場合には、②がより根源的なリス

クテイクの結果債務不履行の蓋然性が高まることが、

クとなる。

期待の裏切りとなる。このように両者の関係は、
（ 必ず

④内部不正に起因するリスク

図表2

様々なリスクとステークホルダーの期待との関係
株主

銀行等

結果 /
期待への影響

トレーディング
の失敗

●
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財務健全性

不適切な商品・
サービスの提供

経営戦略の
失敗
本源的リスク要因
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政府 / 一般社会

従業員

ステークホルダーの期待 vs. 現実 ⇒リスクの顕現化
収益力

原因

顧客

内部不正

ガバナンス・
監督の不備
内在的要因

商品 / サービスへの信頼

労務に係る
トラブル

マクロ経済・
金融環境の変化
方針 ビジネスモデル

組織への信頼

Ｉ
Ｔシステムに
係るトラブル

取引先等の破綻

災害 / 事故、
外部不正、規制変更

内生要因

外部環境

外生要因

ステークホルダーの期待の把握、及び把握すべきリスクのスコープの考え方

このリスクは、通常、オペレーショナル・リスクの一

リスク顕現化のタイプは、基本的に⑤や①（ITシステ

つとして認識されている。ステークホルダー間で、リス

ム投資や変更が経営戦略に深く関係する場合）と同

クが顕現化するタイプが大きく異なるわけではない

じである。そしてこのリスクの背後にも、多くの場合、

が、若干の違いはある。例えば、株主にとっては、一時

②のリスクが存在する。

的な株価の急落、期待収益の下振れ、銀行/債権者に

（外生要因に基づくリスク）

とっては債務不履行確率の上昇が、期待に対する裏切

⑧マクロ経済環境や金融環境の変化に起因するリスク

りということになるが、蓋然性という意味では、株主

このリスクには、例えば、通常信用リスク、市場リス

の失望に、より大きく影響するものだといえる。この事

クと呼ばれるリスクが含まれる。マクロ経済環境の変

象はまた、間接的ながら、企業の誠実性に傷をつける

化といっても、これが景気サイクルの変化程度の場合

という意味で、顧客や一般社会の期待を裏切ることに

は、このサイクルをうまく乗り切れるか否かが、株主の

もなる。そして、それが結果的に、政府や監督当局から

期待に大きく影響することとなる。一方、この環境変

の罰則や、規制の強化を招くこともある。このリスク

化が、資産市場のバブルの生成・崩壊を伴う信用サイク

も③同様に②のリスクが背景にあるケースが多い。

ルのような、より大きなサイクルの場合は、この大き

⑤不適切な商品・サービスの提供に基づくリスク

な波を無事乗り越えられるか否か（破綻しないで済む

これは、例えば、商品の誤表示、不良商品の放置（本

か否か）は、株主に加えて、銀行/債権者の期待に大き

来実施すべきリコールがなされない等）等を指す。通

な影響を与える。また企業の「波乗りの巧拙」は、例え

常、オペレーショナル・リスクの一つとして扱われてい

ば雇用の維持を重視する政府や一般社会、さらには従

るものだ。個々人の悪意とまでは言えないまでも（明

業員の期待の充足にも影響を与える。

らかな悪意であれば、上記の内部不正に分類される）、

⑨、⑩、⑪事故災害等に基づくリスク、外部不正に基づく

管理体制さえしっかりと備わっていれば、防ぐことが

リスク、規制変更/政策/戦争等に基づくリスク

できた事象だといえる（そういう意味で多くの場合、

これらリスクは、一般的にはオペレーショナル・リ

このリスクの背後にも②のリスクが存在する）。各ス

スクや政治リスク、地政学リスク等とも呼ばれる。こ

テークホルダーの期待の裏切られ方は、前述の内部不

れらは全て、基本的には⑧と同じで、発生する事象が

正とほぼ同様であるが、組織全体の問題という意味で

中頻度中規模損害程度であれば主に株主、一方これが

は、一般に内部不正のケースよりも根本的な裏切りと

低頻度大規模損失となれば、株主に加えて、銀行/債権

いえる。

者の期待の充足にも大きな影響を与えることとなる。

⑥労務環境に係るトラブルに基づくリスク

⑫取引先等の破綻に基づくリスク

このリスクは、通常はオペレーショナル・リスクの

このリスクは、通常「信用リスク」と呼ばれるもの

一部として扱われている。従業員以外のステークホル

の一つだといえる。ステークホルダーの視点からみた

ダーにとっては、②と同様の問題と捉えられるが、仮

リスクの顕現化のタイプは、⑧と同じである。このリ

に労務問題の由来が経営戦略の変更ということにな

スクの背後には、⑧に加え、②等のリスクが存在する

れば、①と同様の問題となる。一方従業員にとっては、

ケースが多い。

自らの利害（期待）に直接的に絡む問題となる。またこ

以上が、通常リスク管理の中に取り込まれているリ

のリスクの背後にも、多くの場合、②のリスクが存在

スクと、各ステークホルダーの期待との関係を示した

する。

ものだ。企業が実際にRAFに取り込むリスクを決める

⑦ITシステムに係るトラブルに基づくリスク

際には、こうした関係を図表3のようにマトリックス

このリスクも、通常はオペレーショナル・リスクの

の中に落とし込みながら、自社にとって、重要なエリア

一部として扱われている。ステークホルダーからみた

がどこかを定めることが重要となる。
（ 図表3では、あ
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ステークホルダーの期待の把握、及び把握すべきリスクのスコープの考え方

る特定のプロジェクトに係るリスクを、ステークホル

ビジネスモデルであったり、企業戦略の特徴というこ

ダーの視点から整理し直した上で、それぞれに関し、

ととなる。

どのようなリスクがあり、それがどの程度なのかを

次号では、今号で整理したステークホルダーの期待

異なる色で表現している＜濃い色ほど、ステークホル

や、想定すべきリスクのスコープを踏まえた上で、実際

ダーの期待を裏切る蓋然性が高まり、逆に薄い色の場

にどのようにしてリスクアペタイト指標を設定し、さ

合は、ステークホルダーの期待を満足させる蓋然性が

らにはどのようにして、経営陣のリスクアペタイト水

高まる＞）。そして、そのときの判断材料が、各企業の

準を決めていくのかをみることとする。

図表3

ステークホルダー
（SH）
の視点からみた戦略に潜むリスク
株主

SHの主要
な期待

銀行等

収益力

財務健全性

経営戦略の失敗

収益力大幅改善を支持

過大な戦略リスクを
懸念

ガバナンス・監督
の不備

ビジネスの急激な変化 ビジネスの急激な変化
への対応懸念
への対応懸念

顧客
商品サービスへの信頼

ＳＨの視点からみたリスク

不適切な商品
サービス提供

大半のユーザーの
新サービスへの期待は大

従業員
組織への信頼

ビジネスの急激な
変化への対応懸念

ビジネスの急激な
変化への対応懸念

一部ユーザーを
犠牲にした提供を懸念

内部不正
労務

労働争議を懸念

新サービス提供に係る 新サービス提供に係る
IT基盤は脆弱
IT基盤は脆弱

Ｉ
Ｔ

新サービス提供に係る
IT基盤は脆弱

現在の環境は大型投資 現在の環境は大型投資
に有利と判断
に有利と判断

凡例

ステークホルダーの期待を満
足させる蓋然性が高い

再就職先の確保は
比較的容易
規制環境は緩和の方向

取引先等の破綻
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新事業展開に伴う
大幅リストラを懸念

労働争議を懸念

事故災害/外部不正
/規制変更

●

政府/一般社会
商品サービス、
組織への信頼

トレーディング失敗

マクロ経済金融
環境変化
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Ò

ステークホルダーの期待を裏
切る蓋然性が高い

