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IIRC NEWS

IIRC が毎月公表しているニュースレターの翻訳版です。原文はこちらをご覧ください。
http://integratedreporting.org/newspage/?styp=433
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Paul Druckman氏が2016年期中にCEOを辞任

FEBRUARY NEWSLETTER
 P
 aul Druckman氏が
2016年期中にCEO を辞任
 統
 合報告が、
投資家の将来キャッシュ・
フロー評価を向上させる
「情報の結合性」

に焦点を当てるこ
とが、企業に明確な利益をもたらす
 すべての企業家は、世界を救うべきだ

国際統合報告評議会（IIRC）は、Paul Druckman氏

Druckman氏は、5年の在任期間中に、2013年12

が 2016 年中にCEO を辞任することを発表しました。

月にリリースされた「国際統合報告フレームワーク」

Paul氏は、IIRC理事会との間で、年内に公認への移

の開発を監修し、グローバルな普及啓発活動ならび

行を円滑に行うことで合意しており、他人の時期につ

に25 各国以上における統合報告の採用を推進してき

いては明確にしていません。なお、Druckman氏が

ました。

B20 SME開発タスクフォースの会員や気候変動関連
財務開示の金融安定タスクフォースの代表などの立
場で取り組んでいる意欲的なプログラムについては、
2016年も引き続き主導することになっています。
また、IIRC の理事会は、Druckman氏の情熱や知
識、そして、統合的思考と統合報告に対する強い想い
を発揮してもらえるよう、彼が引き続きIIRC の活動
に関与することを希望しています。

なお、本発表の本文は、IIRC のウェブサイトに掲載
しています。
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World NEWS

アジアを拠点に活躍されている金融関係者によるニュースです。
「上場会社役員ガバナンスフォーラム」に掲載されているニュースをご紹介します。

なぜ投資家はＲＯＥ（株主資本利益率）にこだわるのか
国内外の投資家が、企業に対して、皆口をそろえ

は、債権者よりも高いリスクを負っている。会社が倒

ら投資家が満足していると考えているところもある。

てＲＯＥ
（株主資本利益率）を唱えている。投資家は、

産した場合、債権者の方が回収の優先権があり、株

投資家が本当に求めているのは、利益や配当だけで

なぜ、これほどまでＲＯＥにこだわるのであろうか。

主は最後になる。したがって、資本コストは金利より

なく、株主資本に対するリターンである。ここに、一

本レポートでは、ＲＯＥの意義と投資家の視点につ

も高いのは当然である。また、その企業のリスク水

部の企業と投資家の間に認識のギャップが生まれ

いて考えてみたい。

準によっても異なり、リスクが高いほど資本コストは

る。企業は、このことを理解することが望まれるし、

ＲＯＥは、当期利益を株主（自己）資本で除したも

高くなる。ＲＯＥは、この資本コストを上回る必要が

投資家はそれを説明する責任がある。

のである。当期利益は株主への利益であり、株主資

ある。そして、このＲＯＥと資本コストとの差が、株

本は株主の投資部分と考えられ、ＲＯＥは投資家へ

主価値の創出部分となる。

の収益率
（リターン）
となる。銀行等債権者の場合は、

経済産業伊藤レポートでは、グローバルな機関投

支払利息が利益、借入金が投資額であり、利子率が

資家が日本企業に期待する資本コストの平均が 7％

リターンとなる。銀行が利子率を重要視するように、

超との調査結果を得ており、その結果、最低限8％の

ＲＯＥは投資家にとって極めて重要な指標である。

ＲＯＥを目指すことを説いている。

それでは、どの程度のＲＯＥの水準が求められる

昨今、目標ＲＯＥを公表して、中長期戦略に用いて

のであろうか。まず、投資家が求めるリターンの最低

いる企業も増えてきている。しかし、企業の中には、

水準というものがあり、資本コストと呼ばれる。株主

利益が出ているから、あるいは配当を出しているか

その他関連ニュースはこちら
WEB

http://govforum.jp/
（有料会員登録が必要です）
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TOPICS

国内外で発信された統合報告 /IR/ESG関連のニュースをご紹介します。

みずほ FG、ポスト・オリンピックで日
本の針路をレポート

MSCI、持続可能な開発目標（SDGs）
による新インデックスをリリース

S＆P、ESGに関連したインデックスを
相次ぐリリース

みずほフィナンシャルグループから、
「世界の潮流と日本

MSCIは、新しいインパクト・インデックスを開発し、4月

S＆P ダウ・ジョーンズ・インデックスは2016年3月、

産業の将来像－グローバル社会のパラダイムシフトと日

12日のプレスリリースで発表しました。193か国の国連加

日本取引所グループ並びに東京証券取引所と共同で

本の針路－」と題して、産業横断レポートが公表されてい

盟国によって、2015年9月採択をした「持続可能な開発目

「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象

ます。同レポートは＜みずほ＞版成長戦略シリーズの第3

標（Sustainable Development Goals: SDGs）
」の主要な

としたインデックスを開発することを発表しています。

弾で、2013年から発行されているものです。同レポート

課題に整合性を図り、広く企業をカバーしたインデックス

現在、JPX日経400に連動した ETF を日銀が新たに「設

の特長は10年単位の中長期スパーンで帰納的に分析さ

です。MSCIではこれに先立ち、2015年のESGサービス

備投資」
「人材投資」に積極的な企業を対象としたこと

れている点、次に、需要サイド、供給サイドの変化を分析

の提供により、前年比33％増、3,800万米ドルになったと

から、共同開発後はこうした ETF への適用が想定され

している点、業際的な視点を考慮し、将来の日本の産業

も公表しており、ESGデータに関する投資家ニーズが本格

ます。また、2016年4月より、S＆P ダウ・ジョーンズ・

像を詳細に分析しています。自社の参考情報としてメガト

化しつつある点を伝えています。同社の発表によれば、主

インデックスと東京証券取引所では、共同ブランドによ

レンドを押さえたい方には格好のレポートです。執筆は、

な提供先の機関投資家は、Allianz Group、BMO Global

るESG関連指数シリーズの開発も公表しています。S＆

みずほ銀行産業調査部、みずほ総合研究所、みずほ情報

Asset Management、Environment Agency Pension

P/TOPIX150指数の構成銘柄に基づき、環境や社会に

総研が当たっています。同レポートによれば、今後のメガ

Fund、Kempen Capital Management、Legal and

関心が高い投資家からの需要に対応したベンチマーク

トレンドは、①グローバル市場の変化で、アジア、ASEAN

General Investment Management、
M&G Investments’

指数となっており、RobecoSAM 社の調査・基準を適

に注目、②テクノロジーの利活用により第四次産業革命

Equities business、Manulife Asset Management、

用したシリーズになっています。商品ラインナップは、

が加速化、③日本における社会的課題に即した先駆的な

Mercer Investments、Merrill Lynch、Metzler Asset

① S&P/TOPIX150カーボン･ エフィシェント指数、②

ビジネス機会の到来、④インベストメント・チェーンの重

Management、Morgan Stanley、野村アセットマネジメ

同セレクト指数、③ S&P/TOPIX150 化石燃料フリー

要性が増す、ことを前提としています。各産業への具体的

ン ト、Northern Trust Asset Management、PIMCO、

指数、④ S&P/TOPIX150化石燃料フリー・カーボン・

な影響を多角的な観点から分析しており、
まさに、
ポスト・

Privatbank Berenberg、Queensland Investment

エフィシェント 指 数、⑤ 同 セレクト 指 数、⑥ S&P/

オリンピックのトレンドを知るうえで格好のレポートと

Corporation、RBC Global Asset Management、Sun

TOPIX 150ESG指数。

なっています。

Life Investment Managementの顧客を発表しています。

WEB

http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/
industry/sangyou/pdf/1054_all.pdf

WEB

https://www.msci.com/documents/10199/
4c399d51-b29e-45a2-bf7f-c64a8d391aea

WEB

http://www.jpx.co.jp/markets/indices/line-up/files/
fac_24_sp150.pdf
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Best <IR> Practice
先進的に統合報告に挑戦する企業の取り組みをご紹介します。

case:

三井物産
https://www.mitsui.com/jp/ja/

三井物産のアニュアルレポーティング
特徴
アニュアル
レポート2015
（統合報告書）

有価証券
報告書

Production &
Reserve
Report2015

CSRレポート
2015

同社は、アニュアルレポート（統合レポート）
、財務情報（有価証券報告書）
、非財
務情報（CSRレポート）
、その他（Production & Reserve Report）をオンライン
レポート上で展開し、アクセス環境に工夫がなされています。統合レポートの形

WEB

WEB

WEB

同社レポートを象徴するエグゼクティブ

わせによる、見える化は、従来のとかく形式

サマリーである「社長メッセージ」
「会長メッ

的な表現にとどまらない点であり、機関投資

セージ」の各々の責任・機能の役割分担が

家受けのする情報開示とも言えましょう。

WEB

式は各レポートのサマリー版として簡潔な内容にまとまっています。

る力強さが読者を納得させてしまいます。
例えば、
「産業的解決策の提供」において
も、
「市況リスクを補完し合うガス生産事業

統合レポート/アニュアルレポートの
ポータルサイト「In-Report」
2015年版を掲載中です。掲載

示され、大変、分かりやすい、メッセージと

2014 年から掲げられているコーポレート

と化学品製造やガス火力発電事業の総合展

を希望される場合は、ウェブサ

なっている点が出色です。後半の社外取締

スローガン「360° business innovation.」

開」
「鉄道車輌リース事業モデルのグローバ

イトよりお問い合わせください。

役 2 名の対談により、コーポレートガバナン

では、
レポートの冒頭に説明がある通り、
「世

ル展開」
「Vale社との多角的な共同事業運

ス、とりわけ取締役会の場面が活発であるこ

界の未来を、世界とつくる。三井物産、それ

営」の事例を使って、資本への影響や効果を

とも合わせ、同社の企業風土全般がより、伝

は人。人の意志。人の挑戦。人の創造。私た

視覚化しているため、どんな読者でも、どの

統合レポート・リスト確報版

わるよう工夫がなされています。

ちは、一人ひとりが世界に新たな価値を生

ような投資を図っているのか、時間軸を持っ

2015年版の国内自己表明型統

WEB

日本が少子高齢化に直面する中、
限りある様々な資源（金融資本、
人的資
本、知的資本等）の「資本効率」を高め、長期的な国富の維持・形成を図るこ
とが必須となっています。企業が「稼ぐ力」を高め、持続的な価値創造を実
現し、資金拠出者が長期的なリターンを得られる仕組み、すなわち経済の
「インベストメント・チェーン」の全体最適化による好循環及び持続的成長を
確保することは、日本の喫緊の課題です。

代表取締役常務執行役員 CFO の松原圭

みだします。世界中の情報を、発想を、技術

て把握できることでしょう。

吾氏のメッセージの中にも、事業へ出資した

を、資源を、国をつなぎ、あらゆるビジネス

「360°business innovation.」を取り巻

後も、CFO部門の人材が事業会社の現場に

を革新します。これからの時代に、新しい豊

くステークホルダーについても触れられてい

出向いて、収益力の強化や企業価値の向上に

かさを生み、大切な地球とそこに住む人びと

ます。マテリアリティを中心に、どんなイ

貢献しているとコメントしているように、現場

の夢あふれる未来をつくっていきます。」があ

シューがあるのかが読み取れます。ステーク

の中での人材育成による資本を生み出す仕

り、同社の事業がどのような価値創造と結び

ホルダーへの支援や情報開示に関しても、取

組みを持っている点も、IIRC のフレームワー

ついているのかが、ダイナミックな展開で絵

り組んでくることが、形式的にならないよう

クを活用しているように思われます。それら

巻物のように訴求されています。その絵巻物

に、その事例などを通じて、ここでも説明が

を挟んだビジュアル化や財務情報の組み合

にはすべて登場人物があり、リアリティのあ

なされています。

合レポート発行企業リストは、
以下、企業価値レポーティン

｢持続的成長への競争力とインセンティブ〜企業と投資家の望ましい関
係構築〜｣プロジェクト最終報告書（伊藤レポート）では、問題意識や現状を
踏まえ、提言・推奨がなされました。2014 年 1 月に算出が開始された「 JPX
日経インデックス 400 」、2014 年2 月に公表された「日本版スチュワードシッ
プ・コード」、2015 年 4 月に公表された「持続的成長に向けた企業と投資家

企業価値レポーティング・ラボ

日本の
持続的成長を支える
統合報告の動向

2015

の対話促進研究会の報告書」、2 0 1 5 年 5 月に施行された「改正会社法」、

2015 年 6 月に適用が開始された「コーポレートガバナンス・コード」、同月に
スタートした「経営者・投資家フォーラム」など、官民一体となった取り組み
の中、ショートターミズムに対して、国富拡大のための改革と最適なインベ
ストメント・チェーン構築のための歩みを日本では進めています。
日本 の 公 的 年 金である年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人（ GPIF ）は、
「アジアンインベスター インスティテューショナル・エクセレンス・アワード

2015 」を受賞しましたが、受賞理由として、2014 年 10 月の基本ポートフォ
リオの変更、日本版スチュワードシップ・コードの受け入れ、日本株における
新しいインデックスの採用等が挙げられています。そして、2 0 1 5 年 9 月に
社会、
ガバナンス）
の視点を反映させる国
は、
資金運用において ESG（環境、
連責任投資原則（ PRI ）の署名機関となり、今後、本格的なサステナブル投
の調査によれば、
日
資がスタートします。JSIF（社会的責任投資フォーラム）
本のサステナブル投資残高は、2016 年 1 月現在、約 26. 6 兆円です。

グ・ラボのウェブサイト
「レポー

1

ト情報」に掲載中です。
WEB

IIRC（国際統合報告評議会）のResources
〈IR〉に関してのグローバルなエビデンスはこちらか
らご覧ください。
WEB
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What is Integrated Reporting?
統合報告とは？

対話先進国とは？

IIRCとは？

SASBとは？

統合報告はリーマンショックを契機とし

2014 年 8月、経済産業省から「伊藤レポー

IIRC：International Integrated Reporting

SASB：Sustainability Accounting

て、行き過ぎた短期主義への反省から生ま

ト」が公表されました。この中で企業の資本

Council（国際統合報告評議会、本部：イギ

Standards Board（サステナビリティ会計

れた考え方です。過去情報である財務情報

効率改善やインベストメント・チェーン変革

リス）は2010 年 7月に設立しました。企業

基準評議会、本部：アメリカ）は FASB（財

だけでなく、持続可能な成長を表現するた

という課題に言及し、
「対話先進国」をめざ

報告の革新によって、金融市場の安定化と

務会計基準審議会）のサステナビリティ版

めには戦略や ESG情報といった非財務情

すという提言が盛り込まれています。具体

持続的な発展をめざしています。2013 年

という位置づけで、2012 年に設立しまし

報が重要だと言われています。イギリスや

的な施策として、
2014年2月に日本版スチュ

12月に国際統合報告フレームワーク第 1.0

た。Form 10-K や 20-Fといった法定開示

南アフリカでは統合報告が義務化されてい

ワードシップ・コード、2015年5月にコーポ

版を公表し、統合報告の普及・啓発を行っ

書類における開示を念頭に、セクター別の

ますが、日本国内においては自発的な取り

レートガバナンス・コードが策定されまし

ています。CDP, CDSB, FASB, GRI, IFRS,

サステナビリティ指標を策定しています。

組みです。統合思考を醸成することで、長

た。これらは企業と投資家が質の高いエン

ISO26000, SASBといった財務・非財務情

これらの指標は投資家にとってマテリアル

期的な企業価値創造ストーリーをステー

ゲージメントをするための土台となる指針

報開示基準に係る諸団体ともCorporate

であるということが最大の特徴です。2013

クホルダーに分かりやすく伝え、経営改善

です。企業と投資家の「協創」による持続的

Reporting Dialogという組織の中で議論

年から順次公開されており、2016 年まで

にも繋がることが期待されています。

価値創造を志向した動きが広がっています。

を重ね、連携を図っています。

に79業種の基準を策定しました。

統合レポート発行企業 vs TOPIX株価変動率（10カ年）

統合レポート発行企業

TOPIX
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※「統合レポート発行企業」は自己表明型統合レポートを発行している日本企業196社（205社のうち非上場企業を除いた数）の株価変動率の平均値。205社のリストはこちらをご覧ください。

2015

2016

