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IIRC NEWS
NOVEMBER NEWSLETTER
 統
 合報告作成の進捗を説明する
IIRC のビデオ
 統合思考の中心、
「統合報告」
 南
 アフリカがコーポレート・ガバナ
ンスの新グローバルスタンダードを
設定
日
 本における統合報告の採用が300
社を超える見通し
 R
 ichard Howitt が2016年の国連
フォーラムで演説
6 U
 nited Utilities が Finance for
the Future Awards において
Communicating Integrated
Thinking Award を受賞

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

6

United UtilitiesがFinance for the Future Awardsにおいて
Communicating Integrated Thinking Awardを受賞

United Utilities は、統合思考がいかに長期的な価値を届ける持

く反映しているのか、そして統合思考を組込み、伝えるプロセスに

続可能なビジネスモデルに役立っているかを伝えた点を認めら

おいて、財務機能がどのような役割を果たしたかを明示するよう

れ、Novo Nordisk から非常に称讃されている。審査員は以下の

求められた。

ように述べている。
「United Utilities は、明確かつ簡潔で統合的

Novo Nordisk の 2015 年アニュアルレポートは、統合思考を

なコミュニケーションを作り出すことによって、統合思考が財務的

高く評価され、<IR> Examples Database に保管されている。

観点からどう株主価値に変換されるかを表現した。」レポートは

Novo Nordisk は価値創造プロセスだけでなく、戦略についても

<IR> Examples Database に保管されている。

明らかにし、効果的に伝えている。長期的な価値創造に向けた道

Finance for the Future Awards の Large Business Award

のりは、マクロおよび組織的観点で説明されている。マクロ的に

は Coca-Cola Hellenic Bottling Company に与えられた。統合

は、事業環境や一般的な製薬業界に関する情報を提供すること

報告を適用した最初の企業の内の 1 つだ。CEO の Dimitris Lois

で、読者は組織の方向性をより理解できるようになる。ミクロ的

は以下のように述べている。
「統合報告は企業の考え方、ビジネス

には、必要とされるそれぞれの重点領域、コア・コンピタンスと資

のやり方を反映する。このようなアプローチから、我々はビジネス

本、それを達成するための関係性のマイルストーンを説明するこ

やコミュニティが直面している重要な問題を説明し、株主や社会

とで、読者に組織がどうやって目標を達成できるかを伝えている。

全体に対して我々がどうやって価値を創造するのかを示すことが

この点で Novo Nordisk Way は、異なったピースを論理的につな

できる。」

げ、価値創造ストーリーを独自のものにする、興味深いアプロー

応募企業は、彼らの戦略、業務に幅広い要素が組み込まれてお

チを表している。これは効果的に伝わっている、なぜなら、Novo

り、それらがビジネスの長期的なサステナビリティにいかに重要

は文書全体を通して「分かりやすい」スタイルを使用しているから

であるか、さらに、他のコミュニケーションをどのように行ったか

である。このスタイルというのは、図表を使用して重要な情報に

を、財務資本の供給者にどう伝えるのか説明するよう求められた。

焦点を当て、またその図から企業のウェブサイトの補足情報へ誘

彼らはまた、このコミュニケーションが組織の経営をいかに正し

導するものである。
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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。

企画部による企業価値の破壊
ある程度大手の企業になると、経営企画部をはじ

くなり、顧客よりも経営企画部への報告に注力する

がある。経営者には、自らの意思で経営判断をする

め、多くの企画部が存在し、会社の中で、重要な役

ことになる。経営企画部の現場への指示は、企画の

とともに、リスクをとる勇気が求められる。

割を果たしている。企画部への配属は、エリートの

ためのものであり、どれほど企業経営に貢献してい

以上は、経営企画部についての議論であるが、営

証であり、実際、企画部から多くの社長を輩出してい

るか疑わしい。その結果、現場の士気が落ちるとと

業企画部等、事業部門における企画部についても同

る。しかし、果たして、企画部は企業価値の向上に貢

もに、社外よりも社内を優先する内向きな組織なっ

様のことが言える。ただ、経営者から、事業部門長

献しているのであろうか。以下では、企画部の中で

ていく。

に置き換わるだけであり、ここでも事業部門長自身

も、経営企画部に焦点を当てて考えて見る。
経営企画部の役割は、経営のサポートである。経

経営者は、経営企画部に祭り上げられ、経営企画
部が出した案を承認するだけの存在になっていく。

営者が、経営判断を下すための情報収集や、現場と

繰り返しになるが、経営企画部は経営のサポートの

の調整を行なう。しかし、これは経営ではなく、その

プロであり、経営そのもののプロではない。したがっ

サポートであり、経営を担うのは経営者である。し

て、説明だけはもっともらしい机上の経営がなされ

かしながら、経営者があまりにも経営企画部に依存

ていき、企業価値が蝕まれていくことになる。

するため、経営企画部自身が経営に影響を与えるこ
とになる。

がリスクをとって判断を下す必要がある。

解決策は、経営者がその経営権を経営企画部から
取り戻すことである。もちろん、その経営の責任は、

その結果、経営企画部の権限は拡大するととも

経営者がとらなくてはならない。そして、経営企画

に、肥大化していく。現場は、経営企画部に逆らえな

部は本来業務である経営のサポートに徹する必要

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。

GPIF の水野弘道 CIOが
PRI ボードメンバーに就任

ブルームバーグ、SASB ナビゲーター
にアクセス可能に

WICI、第4回WICIジャパン統合報告
優良企業の審査結果を発表

PRI（責任投資原則）は、ボードメンバーの選挙結果を

データプロバイダーのブルームバーグは、米国上場企

知的資産経営を推進している団体 WICI はこのほど本

発表し、アセットオーナーから、スウェーデン年金基金

業 4,000 社以上の ESG情報を比較できる、SASB が特

年で 4 回目となる、WICIジャパン統合報告優良企業の

AP2 の Eva Halvarsson氏、日本年金基金 GPIF（年金

定した業種毎のマテリアリティ・ガイドラインSASB ナ

審査結果を発表しました（審査委員長・松島憲之氏）。

積立金管理運用独立行政法人）の水野弘道氏、サービ

ビゲーターへのアクセスが端末利用者で可能になった

大賞はなく、優秀企業賞に、日本精工、MS＆AD イン

スプロバイダーから、Vigeo EIRIS の Peter Webster

リリースを発表しました。同時に、SASB側でも有料に

シュアランスグループホールディングス、伊藤忠商事、

氏を就任したことを正式に発表しました。今回の選挙

てSASB ナビゲーターへのアクセスを始める旨、リリー

オムロンの 4 社、奨励企業賞に、日立化成の 1 社として

は空席であったアセットオーナー枠2名に注目が集まっ

スがありました。SEC の要請で、サステナビリティ会計

います。全体への講評では「今回から設定された WICI

た選挙となったが立候補が 2 名ということもあり、事実

基準を策定していた SASB は業種毎のマテリアリティ・

ジャパン統合報告奨励企業賞は、日立化成が受賞対象

上 の 信 任 投 票でした。GPIF はリリースで、米 国 の

ガイドラインをすでに発表していますが、これによって、

となった。日立化成は、従来のアニュアルレポートから

CaLPERS の推薦を受け、立候補し、アセットオーナー

企業のマテリアルな公開情報を容易に投資家は取得す

ではなく、CSR報告書から優秀企業 4 社に準ずるレベ

らの投票の結果、信任を受け、2017 年 1 月から2019

る時代を迎えたことになります。従来、ESG調査会社

ルの統合報告への転換を図ろうとした点が審査員の注

年 12 月までの 3 年間の任期を果たすとしています。加

や議決権行使助言会社のデータやレポートを利用して

目を集めた。過去のこのような挑戦をした企業は少な

えて、PRI の ESG の議論に参加し、知見を高めること

いた投資家らにとって、より利便性が高く、正確な情報

くないが、そのほとんどが財務情報や会社全体の戦略

を通じて、被保険者のために中長期的な投資収益の拡

を効果的に業種間の比較を可能する一歩進んだ世界に

情報の不足による失敗、若しくは単なるコンバインレ

大やリスク低減に努めていくとしています。

突入したことになります。世界の主要な機関投資家グ

ポートに終わってしまっている。しかし、日立化成は

ループもSASB の新たな ESG のナビゲーターの牽引役

CSR を基軸に財務データと関連付けて統合報告書とし

を担う組織を立ち上げ、世界的なプロモーションが進

てまとめる努力をしていることが評価された

めんでいく、動きもあります。

WEB

http://www.gpif.go.jp/topics/2016/pdf/
1121_pri_association_rijisyuunin.pdf

WEB

https://navigator.sasb.org/

WEB

http://www.wici-global.com/index_ja
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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:

Royal Philips
http://www.philips.com/global

Royal Philips のアニュアルレポーティング
特徴
同社は欧州の多国籍企業として著名です。2013 年より、同社の
Annual report
2015

Sustainability

統合報告の中心であるアニュアルレポートは 2013 年から取組み
が始まっています。オンラインアニュアルレポートを選択し、
IIRC のフレームワークの機能に近づける努力が見受けられます。

PDF

WEB

欧州の中でもとりわけ ESG投資の先進国で

ていることが読み取れます。オンラインアニュ

大きく学ぶこともできると思われます。Philips

あるオランダ に本 拠をおく、多 国 籍 企 業 の

アルレポートをベースにすることによって、投

のような従来の欧州型のレポート事例は GRI

Philips の Annual report 2015 を今回はとり

資家へのアクセスはより、IIRC が求めているレ

やステークホルダーに向けた詳細な情報開示

あげます。同社がサステナブルな選択と集中を

ポーティングの改善に向かっていると思われま

をどんどん進め、それらの公開情報を投資家向

を希望される場合は、ウェブサ

した結果、エレクトロニクス事業を売却し、

す。ダウンロード内に格納されている情報も

けにサービスプロバイダーが置き換えてきまし

イトよりお問い合わせください。

2013 年に社名からエレクトロニクスが抜けま

「Annual Report 2015」
「Report selections」

たが、メインストリームの投資家（長期の株式

した。同社初の統合報告はその 2013 年に始

「Excel downloads」が、実務的に仕分けされ

ホルダー）は早晩、それでは満足できなくなっ

まったものです。

ています。

同社は2013年のsustainability statements

もっとも特徴的で整理をされているところ

の Reporting standards で GRI と IIRC に 言

は、Creating value for our stakeholders の

統合レポート/アニュアルレポートの

WEB

ポータルサイト「In-Report」
2015年版を掲載中です。掲載

ている傾向が見られます。この一歩進んだ取り

統合レポート・リスト確報版

組みを SASB（米国サステナビリティ会計基準

2015年版の国内自己表明型統

審議会）がしており、日本の専門家の中でも、

合レポート発行企業リストは、

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。

及をしています。sustainability statements

ところでいわゆるオクトパス・モデルの 6 つの

日本企業も早く取り組んだ方が良いと言う提

の中にはこれまで多様なアプローチの歴史的

資本をクリックすると、定量的な KPI が示され

案も出てきました（「投資家と企業のための

経緯が記述されており、2015 年には IIRCフ

ます。Philipsとしてどのような流れで、資本を

ESG読本（著者・足達英一郎ら日本総研、発行・

レームワーク上にある自らのストラテジーに

使い、価値を提供しているのかが一目瞭然で認

日経 BP社）」）。SASB を利用する場合、コンプ

フォーカスし、UNEP や WBSCD、NGOとのこ

識できる事例はまだそれほど多くはなく、定量

ライ、もしくはエクスプレインをするのか、良く

れまでの成果を融合させ、よりステークホル

化され、説明があると分かりやすいと言えます。

考え、情報開示と対話の効果をバランス良く図

ダーを明確化したレポーティングに進化を図っ

しかしながら、その歴史的な経緯の記述から、

ると良いと考えられます。

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。
IIRC（国際統合報告評議会）のResources

WEB

〈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。
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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。
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