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IIRC NEWS
SPECIAL NEWSLETTER
 ガ
 バナンスとレポーティングの国際組織

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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共同声明：ICGNとIIRCは、長期的な価値創造のため、

対話を求める

が、ロングターミズムへの世界的なシフト
に向けて、ビジネスリーダーを招集
 共同声明：ICGNとIIRC は、長期的な
価値創造のため、対話を求める

IIRCとICGN は、価値創造をもたらすコーポレートガバナンス

優先と持続的な価値創造を促進させる」
、IIRCが主張する「短期的

とレポーティングの連携されたシステムを求めている。共同声明

資本市場から持続的資本市場」へのシフトとして表現されている。

では、資本市場の参加者による長期的な思考と行動を促す実践的

ますます多くの投資家が長期的な価値創造のサポートし影響を

な方法を提示した。

与える持続的な利益の恩恵を受けるため、積極的に企業と対話を
行っている。そうした投資家による対話への需要は、
「国際統合報

 Mervyn King教授、ICGN Lifetime
Achiever Award の授与に伴って最新

それは以下を含む：

告フレームワーク」を活用して統合レポートを作成している世界

書籍を発表

・将来的な価値創造に沿った戦略、パフォーマンス、ガバナンス、

中の1,000を超える企業により応じられている。ICGN のポリシー

ビジョンを持つ長期的な注目。

フレームワークは、昨今の複雑な経済、社会、環境景観において、

・積極的に価値創造のすべての側面に興味を持つスチュワードと

長期的な成功は、財務諸表に直接的に反映されない要因に依存し

しての投資家。

ていることから、統合報告およびより広義の統合思考の重要性を

・投資家の企業理解の深化と、より良い投資判断の助けとなる透

認識している。

 ロ
 ンドンにて、IIRC Council会議を開催
 新たな支持表明が会計士の役割の
重要性を高める
6 新たな調査により、利益を越えた目的が
重視されることが明らかとなる

明性と情報開示を促進する21 世紀のガバナンスの重要な柱とし
てのレポーティング。

情報は資本市場の血液であり、事業戦略、価値創造、資産、リス
クと機会について可能な限り全面的に描写するものであるべき
だ。投資家のスチュワードシップの向上との相互作用により、資本

 ACCAとIIRCは、統合報告ビジネスネッ
トワークの参加者によるレポートに対し
て洞察を行った

IIRCとICGNは、共に資本市場の参加者間の対話を促進し、持
続的なビジネスと投資を生み出す長期的思考への移行を後押しし
ている。これは、ICGNのポリシーテーマにおいて「長期的投資の

配分の改善、財務安定性と持続的発展という、より広範な公共の
利益目標の実現がもたらされる。

02

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。

独立社外取締役との対話
スチェワードシップコードやコーポレートガバ

を承認しているか聞かれるであろう。また、その独立

ジャー資料で、独立社外取締役のコメントや対話形

ナンスコードの導入以降、投資家と企業との対話が

社外取締役が、監査に関与しているのなら、その内

式の意見を載せているところがあった。今後は、投

進んできている。ただ、その多くは、投資家と企業の

容も投資家とって重要である。さらに、独立社外取

資家と独立社外取締役との対話を掲載する企業も

マネジメントやＩＲとの対話である。今後は、投資家

締役が複数であれば、それぞれの役割がどのように

増えてくるのではないだろうか。また、投資家の方か

と独立社外取締役との対話も始められると考えられ

なっているかもポイントとなる。

らも、独立社外取締役とのミーティング依頼も増え

る。本稿では、それがどのような内容になるかにつ

また、投資家は、独立社外取締役の考えについて

てくることが考えられる。そのためには、多くの企業

も大きな関心がある。まず、独立社外取締役が、そ

で、こうしたミーティングを設定する必要が出てくる

まず、投資家の関心は、現在社外取締役が、実際

の企業のコーポレートガバナンスをどのように考え

ように思われる。

にどのような役割を果たしているかにある。取締役

ているかは、基本的な質問になる。次に問われるの

会で独立社外取締役がどのような発言をして、それ

は、その企業のコーポレートガバナンスの評価と改

が、社長をはじめ他の取締役にどのように受け止め

善点の指摘である。その改善に向けて、独立社外取

られたか。さらに、その発言が、実際にどのように経

締役がどのような貢献ができるかも説明する必要が

営に活かされたかもチェックされるであろう。もう

ある。

いて考えてみたい。

少し具体的な項目で言えば、社長の指名にどのよう

こうした投資家と独立社外取締役とのコミュニ

に関与しているのか、また、企業が買収防衛策など

ケーションを、既にはじめている企業もある。例え

を導入しているなら、なぜ、独立社外取締役がそれ

ば、これまでも、一部の会社では、ディスクロー

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。

2017年世界経済フォーラム、
Global 100 Most Sustainable
Corporations in the World を発表

環境省、ESG検討会報告書を公表

投資家フォーラム、第9回報告書を公表

環境省は 2017 年 1 月、
「持続可能性を巡る課題を考慮

投資家フォーラムは、2016年12月に実施した第9回会

した投資に関する検討会」
（ESG検討会、座長：北川哲

合の報告書を公表しました。

スイス・ ダ ボ スで 行 わ れて い た 2017 年 世 界 経 済

雄

青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教

同フォーラムでは、
「フェア・ディスクロージャー・ルー

フォーラムで、恒例の Global 100 Most Sustainable

授）は、ESG投資に関する基礎的な理解の向上に資す

ル、個別の議決権行使結果の公表」というテーマにつ

Corporations in the World を発表しました。グロー

ることを目指した解説書（ESG解説書）を公表しまし

いての主な議論や意見を概要としてまとめたとしてい

バル10は上位から順番に、シーメンス、ストアブランド、

た。第 1 章では、
「ESG投資の意義」第 2 章では「ESG

ます。今回の主要テーマであるフェア・ディスクロー

シスコシステムズ、ダンスク銀行、ING グループ、オー

投資を巡る国内外の動向」第 3 章では「ESG投資の実

ジャー・ルールは、2016年10月、金融審議会市場ワー

ストラリア・コモンウェルス銀行、フィリップス、ジョン

践に向けた課題と取組の方向性」第4章では「インベス

キンググループ下の「フェア・ディスクロージャー・ルー

ソン・エンド・ジョンソン、DSM、エナガスが選ばれま

トメント・チェーンを補強し、支えるプレイヤー」
、そして

ル・タスクフォース」が提言書をまとめ、公表したこと

した。日本からは、武田薬品工業、シスメックス、アス

「おわりに」の構成となっています。同書は投資家に対

をベースに議論が展開されました。投資家の意見の中

テラス製薬、日本電気の 4 社が 100 位以内に選ばれま

する初心者向けの解説書になっており、ESG関連の用

には、規制の対象とする情報の範囲は EU のインサイ

した。アジアではオーストラリアが減少し、韓国、シン

語や解説、トレンド等を俯瞰的にまとめられたものです

ダー規制と同じ文章であり、海外投資家にも分かりや

ガポールが健闘しているのが見られました。ランキン

が、企業が読んでも理解が進むものと思われます。第 4

すいのではないか、とある一方で、企業の情報開示が

グの評価方法は 4 段階のスクリーニングを満たすこと

章では、セルサイドアナリストが重要な点も指摘してい

対象の範囲を広げているのではないかと誤解し、委縮

が条件となっています。最終的にはその 4 段階のうち、

ます。また、ESG投資は、財務情報を踏まえつつ、中長

する懸念があるので、金融庁側での対象の範囲を無用

例えば、財務状況のスクリーニングや、KPI についての

期的な視点から多種多様な情報と企業価値を統合的に

に広げないようして欲しいというコメントもありまし

情報開示の有無のハードルを超えられるかによって、

つなぎ合わせる知的作業を伴うとも指摘しています。

た。サブテーマの議決権行使結果の個別企業・議案ご

今回のような選出に至ります。今回からKPI の内容面

その「つながり」の充実を促す ESG投資には、経済の

との公表に関して、機関投資家の関心が高いというこ

に大きな変更があり、かつスコアリングも業種によって

持続的成長力を根本から強化する機能や効果が期待さ

とでとりあげたとあり、個々の投資家の中でも様々な意

優先度が考慮される等がありました。

れると締めくくっています。

見があることが今回の議論のペーパーを見ても読み取
ることができます。

WEB

http://www.corporateknights.com/reports/
2017-global-100/2017-global-100-results-14846083/

WEB

http://www.env.go.jp/policy/kinyu/rep_h2901.pdf

WEB

http://investorforum.jp/
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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:

エーザイ

エーザイのアニュアルレポーティング
特徴
統合報告書
2016

WEB

環境報告
2016

同社は2015年より、統合報告書（冊子版、html版）
、同社グループの環境保全活動をまとめた「環
境報告」をIRサイトに掲載しています。

PDF

http://www.eisai.co.jp/

統合報告書では冒頭、事業価値の唯一の目

です。知的資本のところでは、新薬創出のパ

務執行役チーフフィナンシャルオフィサー（兼）

的は、患者様満足の増大という社会価値創造

フォーマンスを情報開示し、研究開発も重要な

チーフIR オフィサーである柳良平氏が機関投

であり、その結果として、売上や利益といった

KPIとなっていることを示しています。人的資

資家とのミーティングを重ねた知見も生かし、

経済価値を創出するという、エーザイの企業理

本のところでは、透明性ガイドラインに基づい

まとめた大きな成果ではないかと思われます。

を希望される場合は、ウェブサ

念に基づいた考え（結果と目的の連続順）とも

た情報公開への詳細なリンクへの誘導が促さ

非財務資本とエクイティ・スプレッドの価値関

イトよりお問い合わせください。

合致していると、IIRC のフレームワークとバラ

れています。４頁にわたる特集「医薬品アクセ

連性モデルのアイデアは斬新であり、海外の投

ンスト・スコアカード包含した新しいモデルに

スの向上への取組み」も読みごたえがありま

資家からの高い評価を得ていると同氏の講演

基づく、エーザイの持続的な価値創造を表現す

す。2010 年から続けられている、WHO を通じ

でも言及があったところです。

るとしています。2016 年版より、導入されたの

た「DEC錠」22 億錠の無償提供が開発途上国

同社は 2004 年より、指名委員会等設置会社

は米国のサステナビリティ会計基準等を特定

や新興国の人々の健康への大きな支えになっ

となり、コーポレートガバナンス情報について

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

統合レポート・リスト確報版

WEB

2016年版の国内自己表明型統

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。
「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〜」

の段階で考慮したマテリアリティ・マトリック

ていることや低所得者への提供方法の試行錯

は、詳細な招集通知を出していることでも有名

スというマップです。
「革新的な製品の創出」を

誤が書かれており、地球規模の健康問題に挑

です。2016年3月31日より、コーポレートガバ

最重要としている点、製薬メーカーとしての社

む同社の姿勢がしっかりと迫力ある形で伝わっ

ナンスガイドランの改正を行ったり、社外取締

会的インパクトの創出を図るところは肝となっ

てきます。

役のみで構成するミーティングをする取り組み

ており、同社のレポートを際立たせています。

財務資本の説明も投資家向けに詳細な情報

トップメッセージでは、2025年度に向けた戦

と分析が掲載されており、これも圧巻な内容で

略の道筋が簡潔に述べられているのも特長的

同社のレポートの特長とも言えます。これは常

を進めるなど、常に、積極的な情報開示や対話
を実践している模範企業と言えます。

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

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の対話促進研究会の報告書」、2015 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・

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

2016

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 GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）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 2 0 1 6 ガバナンス部
門」を受賞しましたが、受賞理由として、ガバナンス強化への取り組み、スチュワード
シップ推進課の新設、水野理事（ CIO ）の責任投資原則協会（ PRI Association ）理
事会の理事就任、
企業・アセットフォーラムやグローバル・アセットオーナーフォーラム
の主催等が挙げられています。そして、2017 年夏頃には、ESG 指数をスタートさせ
るようです。JSIF（日本サステナブル投資フォーラム）の調査によれば、日本のサス
テナブル投資残高は、2016 年 11 月現在、57 兆円と大きく増加しました。

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）
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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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