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日本大学の古庄と申します。本日は限られた時間ではありますけれども、よろしくお願いいたし
ます。このような機会を与えていただいたことに心より感謝申し上げます
（シート２）早速ですが、中身に入ってまいりたいと思います。ご承知のとおり、国際統合報告
評議会（IIRC）は、
グローバルな金融安定化と持続可能な経済社会の再構築を目的といたしまして、
2013年12月9日に『国際統合報告〈IR〉フレームワーク』を公表いたしました。中長期的視点に基
づく、価値創造プロセスに係るコミュニケーションを求めるのが国際統合報告フレームワークであ
りますけれども、統合報告の制度化をめぐる諸問題を「統合財務報告制度」という観点からとらえ
まして、ここでは財務報告の枠組みの変容について、ご報告をしたいと思っております。
問題提起という役割が与えられておりますので、以下４つの点を網羅したいと思っております。
１つは、
「統合報告＝ワンレポート＝１冊にまとまった紙媒体の報告書なのか」という点であります。
必ずしもそうではないということを明確にしてまいりたいと思います。
また、２つ目には、「統合財務報告制度」と私が考えております枠組み、この形成プロセスにお
いて、統合報告の制度化は財務報告の何を組み替えていくのか、このことを問題にしたいと思いま
す。
さらに３つ目ですが、そもそも統合報告の制度化を求める「実需」というのは、とりわけわが国
のどこにあるのだろうか、という視点をもって諸外国の統合報告の現在について考えたいと思いま
す。
また４つ目、本日はこの点を特に強調したいのですが、IIRC のフレームワークは、
「comply or
explain」アプローチを採用しています。その際、「統合的報告」、すなわち自己表明型統合アニュ
アルレポートの広がりをどう受けとめるべきか、この問題を取り上げたいと思っております。つま
り、IIRC のフレームワークに準拠した統合報告書と、その点があいまいな「統合的報告」。後者を
自己表明型統合アニュアルレポートあるいは自称統合報告書と私は言っていますけれども、これを
区別して検討したいと考えております。
（シート３）実は、本日の報告もその成果の一部ですが、われわれは、
統合報告について研究グルー
プを組織し、これまで研究を進めてまいりました。今月の４日に国際会計研究学会におきまして、
われわれの研究グループは最終報告を行いました。今、スクリーンに映し出されておりますのが、
そのメンバーでございます。
「国際統合報告フレームワークの形成と課題」と題するテーマの下に
研究を進めてまいりました。
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（シート４）その概要として、研究の目的を少し細かく示しておりますけれども、本研究は財務
報告制度の現在に、統合報告を論じる際の基本的課題が既に顕在化しているということを基本認識
といたしまして、統合報告の制度化の経路であるとか、あるいは財務情報と非財務情報の統合の局
面に焦点を当てるものであります。すなわち、IIRC の国際統合報告フレームワーク意義と課題を
掘り下げて研究していこう、ということが趣旨であります。とりわけ、われわれが基礎としており
ます統合報告の概念フレームワークと、財務報告の概念フレームワークは共通するのかどうか、そ
の同質性と異質性を論点に加えて研究を進めてまいりました。
（シート５）われわれの研究グループの中で、IIRC において直接議論に参加されております公認
会計士の森先生もご一緒させていただきました。森先生からご教示いただきましたことの１つとし
て、国際統合報告フレームワークの形成の経緯をここに示しております。
2010年８月に IIRC が設立されて、2011年９月に討議文書が公表されました。ここでは伝統的な
財務報告モデルに対する明確な批判を基礎として、統合報告モデルが展開されたことにわれわれは
注目しました。そして、2013年12月に国際統合報告フレームワークが公表されております。
統合報告書の公表が広がっているわけですけれども、宝印刷（株）総合ディスクロージャー&IR
研究所の調査によれば、2014年７月現在において自己表明型の統合報告書の作成企業は107社であ
り、統合報告書の作成企業はさらに広がっているというのが現状であろうかと思います。
（シート６）統合報告書の作成においては、この IIRC のフレームワークが参照されているのだろ
うと思いますけれども、やはりハウツーが強調されるが故に、右側の「４．内容要素」に産業界の
注目が集まっているように思います。しかし、統合報告フレームワークについては、むしろ左側の
適用のあり方や作成責任、基礎概念や統合報告書の作成に係る指導原則を十分に理解しておく必要
があるのではないかと考えております。
（シート７、８）今、スクリーンに映し出しておりますのは、IIRC が示した多様な資本と価値創
造の関係についての説明を行うための、いわゆるオクトパスモデルと言われているものであります。
スクリーンには、この IIRC が示した資本の概念について説明したものを映し出しております。１
つ１つを本日取り上げる余裕はありませんが、統合報告の核心は、価値創造のプロセスであること
がこのオクトパスモデルにおいて明らかにされております。しかも、価値創造の中核にビジネスモ
デルが位置付けられております。このことには、しっかりと注目しておく必要があると思います。
さらに言えば、統合報告の基調にある考え方は、ご承知かと思いますけれども、ポーター＝クラ
マーによって提唱された共通価値の創造、すなわち社会的課題の解決に向けた社会的価値と経済的
価値の同時実現を意味する、いわゆる CSV の考え方に非常に類似している、ということも言われ
ております。
（シート９）われわれ研究グループは、今示しております目次・内容をもって報告書をまとめた
ところであります。ただ、本日の報告は本研究に参加された各先生方の議論を要約するのではなく、
私がこれまで考えてまいりました「統合財務報告制度」という枠組みの中で、統合報告が提起して
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ブ な 情 報 に 注 目 し ま す と、 ア メ リ カ の MD&A、 イ ギ リ ス の OFR（Operating and Financial

記されているところですが、こうしたナラティブな情報をめぐる開示問題の中に、既に統合報告の
基本的な検討課題が顕在化していたのではないかと考えてまいりました。
なお、私が言うところの「統合財務報告制度」といいますのは、財務諸表と注記および付属情報、
この付属情報に MD&A、OFR、MC のようなナラティブな情報が含まれるわけですけれども、こ
れが一体となって財務報告の目的を果たす際に、財務情報のみならずこの目的に照らして統合され
得る情報、非財務情報を含めて体系化された、財務諸表をあくまでも中核とする報告制度と定義し
ております。
また、ナラティブな報告という場合には、定量的な情報と定性的な情報、あるいは財務諸表に認
識されないオフバランス情報、その他の非財務情報を包含したナラティブな文章形式の報告という
ように定義をしておきたいと思います。こうした「統合財務報告制度」は、実際には漸進的な変化
の過程の中で形成されていくものととらえるべきであると思います。理論的には、次世代報告モデ
ルの急進的な転換とみる主張もあり得るわけですけれども、ここでは統合報告の制度化を漸進的な
変化の過程としてとらえておきたいと思っております。
（シート11）統合報告を取り巻く環境変化としては、IIRC も明示しているように、金融資本市場
が短期志向であることを理由とした、いわゆるリーマンショック以後の世界的な金融危機に対する
猛省、並びに世界各地に顕在化する異常気象、あるいはサプライチェーンマネジメントにも関係す
る地球環境問題に対する企業の社会的責任（CSR）への危機感があろうかと思います。わが国にお
いても、こうした側面から統合報告を必要とする変化が具体的に生じているように思います。１つ
１つは取り上げませんが、ここに幾つか列挙しておきました。
（シート12）IIRC は統合報告の役割として以下の４つを挙げておりますけれども、統合報告は経
済環境のグローバルな変化をとらえて、企業経営者自らが従前の経営のあり方を見直すとともに、
財務資本提供者とりわけ機関投資家が、短期投資から中長期的なリターン並びにリスクと機会要因
を重視する長期投資に転換するということを意図した、持続可能な経済社会の発展に資する新たな
改革への取り組みとして、その報告フレームワークを提示しているところであります。すなわちリ
ポーティングを通じた経営改革といってもよいでしょうし、またそこには投資家サイドの投資のあ
り方の見直しという点も含まれています。
（シート13）この IIRC の統合報告フレームワークの特徴を要約すれば、市場主導型の枠組みであ
ること、また、現時点においては、原則主義のガイダンスであること、また、サイロ（Silo）主義
を打破するという点で結合性ということが強調されています。フレームワークにおいては、特定の
フォーマットが規定されていないという点も特徴であろうかと思います。しかしながら、フレーム
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（シート10）統合報告をめぐる問題のとらえ方として、財務報告の制度的枠組みにおけるナラティ
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いる問題を把握してみたいと思っております。

ワークの適用に際しては、「comply or explain」の適用、すなわちフレームワークを遵守し、これ
を表明することが強調されております。
なお、ここはいろいろな意味で問題になるところですけれども、現時点において IIRC の統合報
告で想定する利用者は、あくまでも財務資本提供者であり、つまり、広くステークホルダーを対象
としたものとしては組み立てられていないということになります。
なお、このフレームワークの特徴については、統合思考、統合報告、そして統合報告書を概念的
にも区別するということが、強調されています。
（シート15）統合報告を議論する際に、私はあくまでも財務報告の外延的な拡大として統合報告
をとらえたいと考えております。その意味で、財務報告の枠組みの中で、どんな変化が生じている
のか確認しておきたいと思います。すなわち、2010年12月に、IASB は IFRS 実務意見書として『経
営者による説明』を公表しました。マネジメントコメンタリー（MC）は、
「IFRS に準拠して作成
された財務諸表に関連するナラティブな情報であって、財務諸表上の金額、
エンティティー（Entity）
の財政状態、財務業績並びにキャッシュフローに関する歴史的な説明を利用者に提供する、また、
MC は経営者の目標と当該目的を達成するための戦略を関連付けて理解するための基礎を与える」、
このように定義されております。いわば、財務諸表の補足あるいは補完情報として MC を位置付け、
この MC の開示を含めた財務報告の枠組みに関する IASB の認識を表明したと言えます。MC の構
成要素としては、事業の性質、目標と戦略、そして資源、リスクと諸関係、さらに成果と見通し、
並びに業績測度や業績指標等をその内容としています。
ただ、MC については幾つかの議論の中で誤解もあるようですので、それを整理しておきますと、
IASB はあくまでも IFRS とは異なって強制力のない表示のフレームワークとしてこの指針を示し
た、という点に１つの特徴があります。また、MC があくまでも財務報告の境界の内側にあるとい
うことを明示したという点も重要であります。つまり、財務報告の枠組みの中に、財務諸表の補足・
補完情報として一定の非財務情報も含む MC を位置付けたということです。それは、財務諸表と概
念フレームワークを共有することも明示されています。
ただし、サステナビリティ報告書、CSR 報告書、あるいは ESG 情報のような開示領域に直接関
係する指針を IASB が示したという認識があるとすれば、これは誤解であろうと思います。少なく
とも、MC は投資意思決定に係るリスク情報の延長として位置付けられるものであって、さらに財
務情報と非財務情報の定義、あるいは注記と MC に係るプレイスメント・クライテリア（配置規準）
などの設定は、今なお未解決の課題であるという点を強調しておく必要があろうかと思います。
（シート16）実際には、日本公認会計士協会（JICPA）の事例研究にも見られるように、現時点
においては多様な統合報告が出現しているということでありますが、そうした中で、MC の位置付
けとその変容という局面が非常に重要になるのではないかと考えているところです。
多様な統合報告の形態として、例えば、年次報告書を統合報告書として開示するアプローチ、あ
るいは統合報告書を中心として年次報告書、この場合には財務報告が中心でありますが、これと
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して再構成したものとはなっていますが、開示情報の重要性を重視した簡潔な報告とは言い難い状

「統合報告が組織の主たる報告書として、従来の報告にとって代わる」
、IIRC の当初の意図はこ
のようなところにあったのだろうと思いますが、実際には、その過渡期においては、報告体系の全
体として追加的な開示を招来しているのではないかと考えております。
（シート17、18）なお、本日の報告では、この財務報告の枠組みにおける開示のフレームワーク
については、議論をする余裕がありませんので、省略をさせていただきたいと思います。ただ、補
論の１と２として示したように、例えば、イギリスにおいては、財務報告という場合にも、その構
成要素を財務諸表、もちろんこれは注記を含みますが、MC も加えた上で、コーポレートガバナン
スまで守備範囲とするという提案もあります。言い換えれば、こうした財務報告の枠組みに会計基
準設定主体の役割が見いだされているということでもあります。また、補論２の中で、
「補足」と「補
完」という言葉を補っておりますが、私が財務諸表を補足するという場合には、財務諸表上の金額
に係る追加的な説明、及び財務諸表上の結果に係る状況や事象を説明すること、これを指して補足
と申し上げております。補完という場合には、財務諸表に表示されていないような報告実体と、そ
の業績に関する財務情報、さらには非財務情報を提供するということを意味しております。
（シート19）こうした財務報告の枠組みをめぐる議論を踏まえて、統合報告が制度化されている
ことで知られている南アフリカにおける動向を説明したいと思います。
ご承知のように、南アフリカにおいては、ヨハネスブルク証券取引所が、2010年３月１日以後開
始する事業年度から統合報告書の提出を義務化しています。もちろん他方においては、統合報告の
制度化という場合、実務の中に任意開示であっても、それが定着していくというプロセスをもって
制度化という認識もあろうかと思います。南アフリカの場合には、世界で最も早く統合報告書の提
出を義務化したという点において知られております。
このプロセスを見てみますと、コーポレートガバナンス・コード（King Ⅲ）の遵守を上場会社
に義務化し、さらに、そこでは「apply or explain」アプローチが採用されておりますが、財務報
告とサステナビリティ報告との統合が、どのようなプロセスで展開されたのかを短くまとめたもの
が以下であります。つまり、King Ⅱにおいて、GRI ガイドラインを基礎とするサステナビリティ
情報の開示を要求し、そこでは、いわゆるトリプルボトムラインが強調されることになります。
その後、現在の King Ⅲにおいて、コーポレートガバナンス・コードに反映されたステークホル
ダー・アプローチに基づき、サステナビリティ情報の開示から、さらに統合報告の制度化へと展開
したということになります。
ただ、見落としてはならない点が、ここにあろうかと思います。それは、King Ⅰが1994年に公
表された段階で、実は1997年に南アフリカ勅許会計士協会（SAICA）から指針が公表されており
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現時点においては、従来の長大な年次報告書を基礎として、戦略あるいはビジネスモデルを軸と
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CSR 報告書を併せて開示するアプローチ等があります。

ます。それが、南アフリカ版 OFR であります。この OFR はイギリスを模範とした財務諸表の補足・
補完情報であります。この南アフリカ版 OFR の特徴は、いわゆる財務諸表の補足情報から補完情
報へと範囲を広げているという点に特徴があろうかと思います。つまり、アパルトヘイト問題等を
含む、雇用や環境問題、さらには、社会的責任等に関する開示項目をこの南アフリカ版 OFR とし
て網羅したという点をここで指摘しておきたいと思います。それがサステナビリティ情報の開示要
求、さらには現在の統合報告へと展開したと私はとらえております。
また、マルチステークホルダー・アプローチというようなことが南アフリカにおけるガバナンス
の議論では特に強調されますけれども、やはり投資という視点が重要であるということを確認して
おきたいと思います。すなわち、2004年の SRI Index の創設、あるいは ESG 情報を奨励する南アフ
リカ責任投資コードの設定など、統合報告においてはステークホルダーの代理者として、資本提供
者、すなわち長期保有株主を想定しているという点であります。
（シート20）南アフリカにおいては、ガバナンス、戦略、リスク、業績、持続可能性は不可分で
あるという統合思考に基づく経営スタイルを確立する手段として、統合報告を連係させてきたこと
が指摘されています。ただ、南アフリカにおけるこうした統合報告の制度化は、決して順風満帆と
いうわけではありません。例えば、南アフリカの制度化の経路を振り返ってみると、南アフリカは
世界で初めて統合報告を制度化したという点において注目されている一方で、国内に南アフリカ統
合報告委員会（IRC）を設置して議論を進めた結果、2013年に IIRC のフレームワークが公表され
ることによって、２つのフレームワークが同時に存在するという状況が生じました。すなわち、
2011年１月に IRC の方は討議文書を公表し、南アフリカにおいてはステークホルダー・アプローチ
を取っていますので、IIRC の場合と比べるとそこで想定する利用者が異なるという問題があった
ようです。
King 報告書、ガバナンスコードにおいては、あくまでも原則を示していて、必ずしも規範的で
はないという指摘もありますし、また IIRC のフレームワークの登場によって、むしろその指導原
則と内容要素を設定しているため、実質的には、南アフリカの統合報告書の作成の際にはこの
IIRC のフレームワークが具体的なハウツーを与えているという指摘もあるところです。
（シート21）したがって、南アフリカにおける制度化のインプリケーションとして、それを整理
すると、南アフリカ版 OFR におけるサステナビリティ情報が統合報告に移行・発展し、そして当
該 OFR の開示領域は、IRC の討議文書から、IIRC のフレームワークが公表される中で、いわば財
務諸表の補足情報、アナリティカル・コメンタリーとして純化したとみられるのではないかととら
えております。
しかしながら、補足情報の位置付けであるとか、あるいは MC に係る IASB 実務意見書との関係
はあいまいであるということも指摘しなければならないと思います。
南アフリカにおいても、統合報告の焦点は、あくまでも財務資本提供者であるように思われます。
そこでは、組織の価値創造に係る説明を提供することが求められています。
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う点において、市場のトラストを形成するということが最も重要であったという知見は非常に納得
がいくところです。南アフリカの各企業の統合報告を通じて、マーケットひいては国全体に対する
トラストを形成していく、そこに実需があったと解しうるように思われます。
結果として、資本提供者の情報ニーズを満たし、資金調達を容易にしているということが指摘さ
れる一方で、しかし全体として見れば、南アフリカにおいても、ステークホルダー・アプローチに
基づく統合経営への十分な発展には至っていないという指摘もあるところです。
（シート22）また、この後に川島先生から詳細な説明があろうかと思いますが、イギリスに目を
転じてみますと、イギリスにおいても1992年のいわゆるキャドバリー報告書において求められた
Operating and Financial Review（OFR）が今日の戦略報告書へと展開してきた経緯があります。
すなわち、南アフリカと共通するという意味で、OFR の発展、そしてその変容の事実をとらえる
必要があるのではないかと考えているところです。詳細は川島先生にお譲りしたいと思います。
このように見ると、財務報告の枠組みの中で、非財務情報の開示がどうあるべきかが議論されて
きた、換言すれば、MC の位置付けが統合報告の議論とともに絶えず問題とされてきた、というこ
とを指摘する必要があろうかと思います。
（シート23）お手元の資料の図１から図５までをご参照いただきたいと思いますけれども、私は
企業報告全体の枠組みの中で、ナラティブな情報たる MC、また ESG 情報と財務情報の各報告サイ
ロが統合し得るまで、その連係関係が明確になったものが、統合報告として上部構造を形成すると
考えております。その際、統合報告の論点を、その形成過程に照らして財務報告観として類型化し
たものが図２から図５であります。
図２については、狭義の財務報告観、すなわち財務報告をあくまでも財務諸表本体と注記の報告
と見るものであります。この場合、非財務報告は当然と言ってよいかもしれないが、会計基準設定
問題ではありませんし、またその位置付けが明確でない MC、あるいは非財務報告の連係も意識さ
れていない、ということになります。
図３は、MC を組み入れた財務報告観ということになります。すなわち IASB が示した財務報告
の枠組みというように置き換えてもよろしいかと思います。ただし、その場合にも、CSR 報告書、
サステナビリティ報告書などは、財務報告の埒外であるということです。
（シート24）したがって、この MC の拡張問題を考えるときに、非財務報告の領域がどこまで財
務報告の枠組みとして組み込まれるのかということが大きな問題になると考えてまいりました。つ
まり、財務報告としての MC、非財務報告として開示されている、いわゆる KPI や非 GAAP 測度、
ESG 情報などが、いかなる論拠でどの範囲まで組み込まれるのか。その基礎にあるのは、
概念フレー
ムワークがそもそも財務報告と非財務報告間で共有され得るのであろうかという点であります。
結果として、
「統合財務報告制度」を考える場合、一般に財務情報と非財務情報を一体化するこ
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南アフリカにおける統合報告の制度化の意義、すなわち南アフリカにどんな実需があったのかとい

Ⅰ

また、現状では、統合報告はあくまでも財務報告の補足情報であるとの指摘もあります。ただ、

とが統合報告であると理解されているわけですけれども、私が想定する「統合財務報告制度」の形
成、すなわち統合報告をも網羅するような現行の財務告制度の再編・改革といった視点においては、
財務諸表はもちろん、非財務報告書も独自の意義をもって存在し続けるであろうと考えております。
したがって、その意味で、１つのフォーマットに集約されたワンリポートというものを想定して
いるわけではありません。つまり、相互補足・補完関係が明確になった財務情報すなわち財務諸表
本体と注記を対象とした情報と、非財務情報すなわち非財務報告書を対象とした情報、これらが連
係・統合した報告書が、統合報告全体の体系の中で１つのフォーマットを新たに形成するのではな
いかと考えております。その際に、MC は注記化するのか、それとも統合報告化するのか、その行
く末をしっかりと見定めておかなければならないと考えているところです。
（シート25）このような議論の中で、財務報告の変容のとらえ方を整理してみました。繰り返し
になりますが、財務情報と非財務情報の統合のための報告フォーマットを構築すれば議論は完結す
るのではなく、相互補足あるいは補完関係が明確になった財務諸表と統合報告、そして非財務報告、
その総体の制度化を「統合財務報告制度」であるととらえると、MC という非常に限定的な領域で
あっても、その変化と変容というものが大きな論点になり得るのではないかと考えております。ま
た、財務報告から統合報告へと展開するととらえたときに、図５の段階では、MC が大きく変容し、
また新たな報告フォーマットに吸収されるとも考えられるところです。
したがって、ナラティブな情報に係る開示制度の類型化を踏まえて、わが国はどういった方向に
進んでいくのかということが議論されるべきであろうと思います。
例えば、アメリカの MD ＆ A は、あくまでも財務諸表補足型であり、投資意思決定に係るリスク
情報の拡充型として位置付けられるであろうと思います。一方、イギリス OFR においては戦略報
告書へと展開しておりますし、それはいわば、財務諸表の補足から補完型へと展開し、財務報告制
度の再編成に組み込まれた展開として説明することができると思います。
現状の IASB の MC は、イギリス型と非常に類似していますが、そこに CSR 報告を含まないとい
う点で区別されるべきであろうと思います。また、南アフリカ版 OFR は、CSR 情報拡充型からサ
ステナビリティ情報の開示要求を経て、今日の統合報告へと展開している。そうすると、MC が注
記化するのではなくて、むしろ統合報告化していくということであれば、もはや IASB の守備範囲
を超える問題となりますので、MC に係る開示基準あるいは指針の設定について責任を担う国際機
関として、これがふさわしいかどうかは明確ではなくなります。言い換えれば、IIRC との連携あ
るいは資源の共有が、統合報告という点において重要になってくると思われます。
（シート26）それでは最後に、私に与えられた問題提起という役目としまして、４つほど申し上
げたいことがございます。１つは、統合報告書であるための IIRC のフレームワークの準拠性とい
う観点です。この点については、森先生にご見解を伺いたいと思っております。また、２つ目とし
て、統合的な報告、すなわち統合報告と区別される統合的報告の実態や、あるいは統合経営を導く
ための道筋について、これは大津先生にお伺いしたいと思っております。３つ目として、統合報告

― 14 ―

うな、統合報告研究の在り方についてぜひ示唆を与えていただきたいと思っております。
この４点について要約しますと、私は統合報告における「開示アプローチ」と総称していますけ
れども、IIRC のフレームワークは、統合報告書に対する責任の表明等を求めております。また、
フレームワークの適用、あるいは作成と表示の基礎において、重要性の決定プロセスを要約して示
せといった開示アプローチ、これが非常に強調されている点にその特徴があろうかと思います。と
りわけ統合報告書に対する説明については、統合報告書の誠実性を確保する責任に関する同意、あ
るいはガバナンス責任者の集団的思考に基づき作成表示されたことに関する同意があることを含む
ものです。また、フレームワークに準拠して作成されたものかどうかについての意見、または結論
を表明することになっています。
ちなみに、IIRC のフレームワークは、日本語では「〜する」と翻訳されてますけれども、原文
は全て「すべきである」
、あるいは、
「しなければならない」という意味の should であります。ど
う訳せばよいのかということも、翻訳作業の中で大いに議論になったことを付け加えておきたいと
思います。
さらに、こうした表明を含まない場合には、ガバナンス責任者がどのような役割を果たしたのか、
将来その表明を含むためにどのような手順が取られているのか、また表明が含められるまでに必要
とされる時間軸、少なくとも IIRC のフレームワークを読めば、３度目の統合報告書までにこの表
明を含めること、という指摘があります。これは決して無視できないことです。すなわち、IFRS
に準拠した財務報告が求められるのと同じように、IIRC のフレームワークに準拠した場合にはじ
めて統合報告書と呼べるものになるという点で、少なくともフレームワークの要求とかなりかけ離
れた実務の現状は把握しておく必要があるのではないかと思います。
（シート27）
「comply or explain」アプローチのあり方をめぐって、
「制度として現在ある財務報告」
と、「自発的な取り組みとして萌芽期にある統合報告」との連係は、決して対立的ではないと思い
ます。統合報告の国際的な広がりが、国ごとの財務報告制度の自立的な展開を促していく側面から
影響を与えていくことも予見されます。
現時点では、IIRC は統合報告書のひな型を規定する意図がありませんので、今後も統合報告と
いう名称を用いたパッケージとして、多様な統合報告の媒体間の連係関係の存在を想定していく必
要があるだろうということです。
（シート28）ただ、その場合にも、自己表明型統合アニュアルレポート、いわゆる自称統合報告
書の確実な広がりをどう受け止めるべきかという問題があります。この点について IIRC はフレー
ムワークに準拠するのではなく、参照するという適用方法を基本的に想定していないようです。つ
まり、従前のアニュアルレポートに CSR 報告書等を合体した、統合アニュアルレポートへの変容
が進行すると予想されますので、そうした中でわれわれの研究対象は、果たしてこのような統合的
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お願いをしたいと思っております。最後に４つ目として、古賀先生には統合経営の発展に資するよ

Ⅰ

の制度化の経路ということで、わが国におけるインプリケーションについて、川島先生にご説明を

な報告なのか、あるいはあくまでも IIRC のフレームワークに準拠した統合報告なのか、これを見
定めておく必要があるのではないかということです。
したがって、フレームワークの適用に係る課題としては、国際的な承認に基づく国際統合報告フ
レームワークの規範性、あるいはその権威ないし正統性というものが、改めて問題とされなければ
ならないのではないかということが挙げられます。
また、実務にあっては、統合報告書に対する組織的な責任の表明や、あるいは開示範囲が拡大し
ていく、これを私は開示の「重層化」と呼んでいますけれども、そうした負担の増大をどのように
受け止めるべきか、さらには、「comply or explain」アプローチの適用については、まだまだ日本
には経験がありませんので、統合報告の信頼性の確保がいかに進められるべきか等の課題が提起さ
れます。
加えて、統合報告の制度化に向けて、IIRC と他方でアメリカのサステナビリティ会計基準審議
会（SASB）において議論されている KPI の表明については、これも方向性が微妙に違うように思
います。
統合的な報告ということを全否定するのではなく、むしろ IIRC がその基底にあって求めている
ような統合経営に資するようなものであれば、統合的な報告であっても決して否定されることでは
ないのではないかとも考えられるところです。伊藤レポートにおいても、「統合的な報告」という
ものが想定されているように思われます。
実務に向けて、統合報告書の作成上の留意点として幾つか挙げておきましたけれども、こうした
点が議論になるでしょう。さらには、いわゆるサイロを打破するという意味での部門間の情報共有
の円滑化や、投資者と経営者間のコミュニケーション、すなわち対話の促進が、統合報告書あるい
は統合的な報告を通じて求められるものと思います。
（シート29）結びとして、私は日本型の「統合財務報告制度」の形成というものを構想しており
ますので、少なくとも現在のアベノミクスの成長戦略やあるいは日本再興戦略というものを視野に
入れるならば、スチュワードシップ・コードと統合報告フレームワーク、そしてコーポレートガバ
ナンス・コードの連携の必要性があるのではないかと思うところです。
また、他方では、統合報告の制度化をめぐって有価証券報告書の改造論といった議論もあるとこ
ろです。その場合、コンプライアンスから対話への転換を可能にするような、現行の財務報告制度
と共存する統合報告の方向性として、重要性の高い情報を要約した簡潔な報告書をプラットフォー
ムとして、さらに有価証券報告書その他の媒体との連係を踏まえた、全体としての開示枠組みの形
成というものを考えていかなければならないと思っております。
有価証券報告書を改造して、ワンレポート型の統合報告書に置き換えるということとは異なる経
路があるのではないかと思います。私はワンレポートというのは統合報告の一形態であって、究極
の到達点ではないと考えています。しかし実務では、どうもワンレポートとしての統合型のアニュ
アルレポートに収斂していくような方向性があるので、無視してはならない IIRC のフレームワー
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業種別の KPI の標準化を意図していますが、果たしてわれわれはイギリスの考え方を導入した
「comply or explain」アプローチを採っていくのか、あるいはアメリカ型の証券市場規制の考え方
をベースに考えていくのか、その選択が迫られていると思います。
統合報告が提起している持続可能な社会の構築を志向した、統合思考に基づく統合経営の発展に
ついて、その理論研究の在り方については、古賀先生にすべてをお委ねしたいと思っております。
以上で私の報告とさせていただきます。ありがとうございました。
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アメリカの SASB は、SEC 開示規制の中に、MD&A を媒体として非財務情報を取り込み、産業別・
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クの重要なポイントを、本日指摘させていただいたところです。
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⾲᫂ᆺ⤫ྜ䜰䝙䝳䜰䝹䞉䝺䝫䞊䝖㻕䛾ᗈ䛜䜚䜢䛹䛖ཷ䛡Ṇ䜑䜛䜉䛝䛛
2

（シート２）
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ᅜ㝿ィ◊✲Ꮫ ◊✲䜾䝹䞊䝥᭱⤊ሗ࿌
ᖹᡂ27ᖺ10᭶4᪥䠄᪥䠅 䠖ᑓಟᏛ

ᅜ㝿⤫ྜሗ࿌䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛾
ᙧᡂ䛸ㄢ㢟
ጤဨ ụ⏣බྖ(⏥༡Ꮫ)
㉺ᬛಙோ(ᑦ⨾ᏛᅬᏛ)
⏣௦ᶞᙪ(ྡᇛᏛ)
୰ᮧಙ⏨(᪩✄⏣Ꮫ)
ྥᒣᩔኵ(㜰ᕷ❧Ꮫ)
᳃ ὒ୍(බㄆィኈ)
ᰝ ྂᗉ ಟ(᪥ᮏᏛ)

Ἀ㔝ග(රᗜᏛ)
ᓥỌᖾ(⚄ᡞᏛ㝔Ꮫ)
ᡞ⏣⤫ஂ(㏆␥Ꮫ)
ᖹ㈡ṇ๛(ឡ▱Ꮫ㝔Ꮫ)
ᮧ⏣ⱥ(᪥ᮏᏛ)
ጦ ಇ (᫂Ꮫ)

3

（シート３）

⎇ⓥ䈱⋡⊛䈫⺖㗴
䂓ᧄ⎇ⓥ䈲䇮⽷ോႎ๔ᐲ䈱䈮⛔วႎ๔䉕⺰䈛䉎㓙䈱ၮᧄ⊛⺖㗴䈏䈜䈪䈮
㗼ൻ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕ၮᧄ⼂䈫䈚䈩䇮ฦᴺၞ䈮䈍䈔䉎⽷ോႎ๔䈱▸࿐䉇䈠䈱
᭴ᚑⷐ⚛䉕ⷙቯ䈜䉎㐿␜ᐲ䈱䉍ᣇ䈮ᓇ㗀䉕䈿䈚䈉䉎⛔วႎ๔䈱ᐲൻ
䈱⚻〝䇮䈍䉋䈶✚䈫䈚䈩䈱⽷ോႎ๔ᐲ䈱ᒻᚑ䈮䈍䈔䉎⽷ോᖱႎ䈫㕖⽷ോ
ᖱႎ䈱⛔ว䈱ዪ㕙䈮ὶὐ䉕䈅䈩䉎䇯ᧄ⎇ⓥ䈱ᦨ䉅㊀ⷐ䈭⺖㗴䈲䇮⽷ോᖱႎ䈫
㕖⽷ോᖱႎ䉕⛔ว䈜䉎ᣂ䈢䈭䊧䊘䊷䊁䉞䊮䉫䈱ᐲ⊛ᨒ⚵䉂䉕᭴ᗐ䈜䉎㓙䈱
ၮᧄ⊛䈭⺖㗴䉕䉌䈎䈮䈜䉎䈖䈫䈮䈅䉎䇯
䂓⛔วႎ๔䈫⽷ോႎ๔䈲ᔨ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䉕䈚䈉䉎䈱䈎䈫䈇䈉㗴ᗧ⼂䈮
ၮ䈨䈇䈩䇮㪠㪠㪩㪚䇸࿖㓙⛔วႎ๔䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䇹䈱ᗧ⟵䉕ౣᬌ⸛䈚䇮䈠䈱ਥⷐ䈭
⺰ὐ䈱ᢛℂ䈫⠨ኤ䉕✚ว⊛䈮ⴕ䈉䇯
㩿㪈㪀ᒰ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䈱ၮ␆ᔨ䇮ၮᧄේೣ䈍䉋䈶ౝኈⷐ⚛䈱ᬌ⸛䉕ㅢ䈛䈩
ଔ୯ഃㅧ䈫⾗ᧄᔨ䈮ଥ䉎⛔วႎ๔䈱ၮᐩ䈮䈅䉎ၮᧄᕁ⠨䉕⺑䈜䉎
㩿㪉㪀⛔วႎ๔䈱♽ൻ䈮ะ䈔䈢⺖㗴䈱䉕⁓䈇䈫䈚䈩䇮ᐲൻ䈮ଥ䉎⚻〝
ଐሽᕈ䈫⪚⧘ᦼ䈮䈅䉎㐿␜ታോ䈮ଥ䉎ᶏᄖ䈱వⴕ䉕⺞ᩏ䊶ಽᨆ䈜䉎
4

（シート４）
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࿖㓙⛔วႎ๔䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䈱ᒻᚑ䈱⚻✲
䂓 ࿖㓙⛔วႎ๔䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䇴㪠㪩䇵䈱㐿⊒䈱ᄌㆫ
ݸᐕ  ++4%⸳┙
ݸᐕ  ⸛⼏ᢥᦠߩ
ݸᐕ  ࠼ࡈ࠻ࠕ࠙࠻ࠗࡦߩ
ݸᐕ ࡊࡠ࠻࠲ࠗࡊࡈࡓࡢࠢߩ
ݸᐕ  ࡃ࠶ࠢࠣ࠙ࡦ࠼ࡍࡄߩ
ݸᐕ  ⻁⨲᩺ߩ
ݸᐕ ࿖㓙⛔วႎ๔䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䇴㪠㪩䇵䈱
ݸᐕ  ⸽㧔CUUWTCPEG㧕ߦଥࠆ⸛⼏ᢥᦠߩ
ع䊌䉟䊨䉾䊃䊒䊨䉫䊤䊛ෳടડᬺ䈲䇮ᱞ↰⮎ຠᎿᬺ䇮ᣂᣣᧄ⋙ᩏᴺੱ䇮
䊐䊨䉟䊮䊃↥ᬺ䇮ᤘ㔚ᯏ䈱㪋␠䈪䈅䈦䈢䇯
䂓⥄Ꮖဳ⛔วႎ๔ᦠ䈱ᚑડᬺ䈲㪈㪇㪎␠䈪䈅䈦䈢䋨㪉㪇㪈㪋ᐕ㪎
䇮ቲශ䋨ᩣ䋩䊂䉞䉴䉪䊨䊷䉳䊞䊷㩽㪠㪩⎇ⓥᚲ䈮䉋䉎⺞ᩏ䋩䇯

5

（シート５）

ᅜ㝿⤫ྜሗ࿌䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛾ᵓᡂ
せ᪨
㻼㼍㼞㼠㻌㻝 㻙 㻵㼚㼠㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼕㼛㼚
䠍䠊䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛾⏝
㻭㻚 ⤫ྜሗ࿌᭩䛾ᐃ⩏
㻮㻚 䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛾┠ⓗ
㻯㻚 ⤫ྜሗ࿌᭩䛾┠ⓗ䛸⏝⪅
㻰㻚 ཎ๎⩏䜰䝥䝻䞊䝏
㻱㻚 ሗ࿌᭩䛾ᙧែ䛸ሗ䛸䛾㛵ಀ
㻲㻚 䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛾㐺⏝
㻳㻚 ⤫ྜሗ࿌᭩䛾సᡂ㈐௵
䠎䠊ᇶ♏ᴫᛕ
㻭㻚 䜲䞁䝖䝻䝎䜽䝅䝵䞁
㻮㻚 ⤌⧊䜈䛾౯್䛸⪅䜈䛾౯್
㻯㻚 ㈨ᮏ
㻰㻚 ౯್㐀䝥䝻䝉䝇

6

㻼㼍㼞㼠䠎 㻙 ⤫ྜሗ࿌᭩
䠏䠊ᣦᑟཎ๎
㻭㻚 ᡓ␎ⓗ↔Ⅼ䛸ᑗ᮶ᚿྥ
㻮㻚 ሗ䛾⤖ྜᛶ
㻯㻚 䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊㛵ಀᛶ
㻰㻚 㔜せᛶ
㻱㻚 ⡆₩ᛶ
㻲㻚 ಙ㢗ᛶ䛸ᛶ
㻳㻚 ୍㈏ᛶ䛸ẚ㍑ྍ⬟ᛶ
䠐䠊ෆᐜせ⣲
㻭㻚 ⤌⧊ᴫせ䛸እ㒊⎔ቃ
㻮㻚 䜺䝞䝘䞁䝇
㻯㻚 䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹
㻰㻚 䝸䝇䜽䛸ᶵ
㻱㻚 ᡓ␎䛸㈨※㓄ศ
㻲㻚 ᐇ⦼
㻳㻚 ぢ㏻䛧
㻴㻚 సᡂཬ䜃⾲♧䛾ᇶ♏
㻵㻚 ୍⯡ሗ࿌䜺䜲䝎䞁䝇
⏝ㄒ୍ぴ
せồ㡯䛾䜎䛸䜑

（シート６）
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౯್㐀䛸ᗈ⠊䛺㈨ᮏᴫᛕ

Capitals: Stocks of value on which all organizations depend for their success as inputs to their
business
7 model, and which are increased, decreased or transformed through the organization’s
business activities and outputs

International <IR> Framework p13

（シート７）

䕔㈨ᮏᴫᛕ
䠖㈨ᮏ䠄㼏㼍㼜㼕㼠㼍㼘䠅ᴫᛕ䛻䛴䛔䛶䛿㈈ົሗ࿌䛻䛚䛡䜛䛂㐠⏝ᙧែ䠄᪉䠅䛸䛧䛶
䛾㈨⏘䛃䛾ᣑᙇ䛸ᤊ䛘䛯᪉䛜ศ䜚䜔䛩䛔䠄⛅ⴥ㈼୍㼇㻞㻜㻝㻠㼉䠅䚹
䚕㈈ົ㈨ᮏ䐃⤌⧊䛜⏝ྍ⬟䛺㈨㔠
䚕〇㐀㈨ᮏ䐃⤌⧊䛜⏝ྍ⬟䛺〇㐀≀䠄⮬↛≀䛸䛿༊ู䛥䜜䜛䠅
䚕▱ⓗ㈨ᮏ䐃⤌⧊ⓗ䛺䚸▱㆑䝧䞊䝇䛾↓ᙧ㈨⏘
䚕ேⓗ㈨ᮏ䐃ே䚻䛾⬟ຊ䚸⤒㦂䛚䜘䜃䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜈䛾ពḧ
䚕♫䞉㛵ಀ㈨ᮏ䐃ಶ䚻䛾䝁䝭䝳䝙䝔䜱➼䚸䛭䛾䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽㛫䜎䛯䛿
䛭䜜䜙䛾ෆ㒊ᶵ㛵䜔㛵ಀ䛚䜘䜃ಶูⓗ䛻䚸䛒䜛䛔䛿
㞟ྜⓗ䛺ຠ⏝䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛻ሗ䜢ඹ᭷䛩䜛⬟ຊ
䚕⮬↛㈨ᮏ䐃⤌⧊䛾㐣ཤ䚸⌧ᅾ䚸ᑗ᮶䛻䜟䛯䜛ᡂຌ䛾ᇶ♏䛸䛺䜛䛩䜉䛶
䛾⏕ྍ⬟䛚䜘䜃⏕⬟䛺⎔ቃ㈨※䛸䝥䝻䝉䝇
䕔 ⤫ྜሗ࿌䛾୰᰾䛿䚸౯್㐀䝥䝻䝉䝇䛷䛒䜛䠄䜸䜽䝖䝟䝇䝰䝕䝹䠅䚹
⤫ྜሗ࿌䛾ᇶㄪ䛻䛒䜛⪃䛘᪉䛿䚸㻹㻚㻱㻚㻼㼛㼞㼠㼑㼞 㻩㻹㻚㻾㻚㻷㼞㼍㼙㼑㼞䛻䜘䛳䛶ᥦၐ
䛥䜜䛯䛂ඹ㏻౯್䛾㐀䛃䠄㻯㻿㼂䠖♫ⓗㄢ㢟䛾ゎỴ䛻ྥ䛡䛯♫ⓗ౯್
䛸⤒῭ⓗ౯್䛾ྠᐇ⌧䜢ព䛩䜛䠅䛸㢮ఝ䛧䛶䛔䜛䚹
8

（シート８）
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┠ ḟ
ỊẳỜỆḘᄂᆮᛢ᫆ểஜإԓỉಒᙲ
Ӟ࠽ ̲
ᇹᾀᇘ ẐᨥወӳإԓἧἾὊἲὁὊἁẑỉπᘙểወӳإԓܱѦỉޒ
ౕ බɟ
ᇹᾁᇘ ᝠѦإԓểወӳإԓỉಒࣞἧἾὊἲὁὊἁỉӷឋࣱểီឋࣱ
ᾀ ႸႎὉМဇᎍὉإԓؾမὉឋႎཎࣱ
ဋᒍ
ᾁ ᝠѦಅጚỉยܭểإԓẦỤᙸẺወӳإԓ
ဋˊࢠ
ᇹᾂᇘ ẐᨥወӳإԓἧἾὊἲὁὊἁẑỉᎋ ݑḘཎࣉểᛢ᫆Ḙ
ᾀ ወӳإԓểἥἊἋἴἙἽᅆ
ɶ̮ဏὉӞ࠽ ̲
ᾁ ወӳإԓểἼἋἁᅆ
ۂ
̢
ᾂ ወӳإԓểჷႎஜ
ৎဋወʁ
ᾃ ወӳإԓểʴႎஜ
൨ԧ࠳
ᾄ ወӳإԓểᐯஜሁ
ឭ̮ʶ
ᾅ ወӳإԓểᙲࣱίἰἘἼỴἼἘỵὸ
Ӽޛپ
ᇹᾃᇘ ᾒᾢᾡऴإᅆẦỤᙸẺወӳإԓḘ˄ь̖͌ᚘምỉϐᚸ̖Ḙ Ӽޛپ
ᇹᾄᇘ ወӳإԓỉࣱ̮᫂ểႳ௹Ὁ̬ᚰಅѦ
ឭ̮ʶ
ᇹᾅᇘ ወӳإԓỉСࡇ҄ửỜẫỦᨥႎѣӼ
ᾀ ᒍỉѣӼ
ඌήʚ
ᾁ ỉѣӼ
൨ԧ࠳
ᾂ ிҤỴἊỴίἉὅỾἯὊἽὉἰἾὊἉỴὉỶὅἛὸỉѣӼ
ദб
ᇹᾆᇘ ወӳإԓỉᨥႎʙ̊ᄂᆮ
൷ဋπӮὉඌήʚὉ൨ԧ࠳ὉৎဋወʁὉ̢ ۂ
ấỪụỆ
Ӟ࠽ ̲
9
（シート９）

䊡 ⤫ྜሗ࿌䛾ព⩏䛸⫼ᬒ
㻝 䛂⤫ྜ㈈ົሗ࿌ไᗘ䛃䛾ᙧᡂ
䕔⤫ྜሗ࿌䜢䜑䛠䜛ၥ㢟䛾ᤊ䛘᪉䛸䛧䛶䚸㈈ົሗ࿌䛾ไᗘⓗᯟ⤌䜏䛻
䛚䛡䜛䝘䝷䝔䜱䝤䛺ሗ䠄⡿ᅜ䛾㻹
㻹㻰㻒㻭䚸ⱥᅜ䛾㻻
㻻㻲㻾䚸㻵㻭㻿㻮䛾㻹
㻹㻯䠅䛾
㛤♧ၥ㢟䛾䛺䛛䛻ᇶᮏⓗ䛺᳨ウㄢ㢟䛜㢧ᅾ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛻╔┠
䛩䜛䚹
䚕䛂⤫ྜ㈈ົሗ࿌ไᗘ䛃䛸䛿䚸㈈ົㅖ⾲䇷ὀグ䇷㝃ᒓሗ 㻔㻹㻰㻒㻭䞉
㻻㻲㻾䞉㻹㻯➼䛾䝘䝷䝔䜱䝤䛺ሗ䠅䛜୍య䛸䛺䛳䛶㈈ົሗ࿌䛾┠ⓗ䜢
ᯝ䛯䛩㝿䛻䚸㈈ົሗ䛾䜏䛺䜙䛪ᙜヱ┠ⓗ䛻↷䜙䛧䛶⤫ྜ䛥䜜䛖䜛
ሗ䠅➼䛾䚸㠀㈈ົሗ䜢ྵ䜑䛶య⣔䛥䜜䛯㈈ົㅖ⾲䜢୰᰾䛸
䛩䜛ሗ࿌ไᗘ䜢ព䛩䜛
䚕䝘䝷䝔䜱䝤ሗ࿌䛸䛔䛖ሙྜ䚸ᐃ㔞ⓗሗ䛸ᐃᛶⓗሗ䚸䛒䜛䛔䛿㈈ົ
ㅖ⾲䛻ㄆ㆑䛥䜜䛺䛔䜸䝣䝞䝷䞁䝇ሗ䚸䛭䛾䛾㠀㈈ົሗ䜢ໟྵ
䛧䛯ᩥ❶ᙧᘧ䛾ሗ࿌䛸ᐃ⩏䛩䜛
䕔⤫ྜሗ࿌䛾ᙧᡂ㐣⛬䛿䚸ḟୡ௦ሗ࿌䝰䝕䝹䜈䛾ᛴ㐍ⓗ䛺㌿䛷䛒䜛
䜘䜚䜒䚸ᐇ㝿䛻䛿㐍ⓗ䛺ኚ䛾㐣⛬䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

10

（シート10）
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Ⅰ

䕔⤫ྜሗ࿌䛜ồ䜑䜙䜜䜛⫼ᬒ䛻䛿䚸㔠⼥䞉㈨ᮏᕷሙ䛜▷ᮇᚿྥ䛷䛒䜛
䛣䛸䜢⌮⏤䛸䛧䛯䚸䛔䜟䜖䜛䝸䞊䝬䞁䝅䝵䝑䜽௨ᚋ䛾ୡ⏺ⓗ䛺㔠⼥༴ᶵ
䛻ᑐ䛩䜛⊛┬䚸䛺䜙䜃䛻ୡ⏺ྛᆅ䛻㢧ᅾ䛩䜛␗ᖖẼ㇟䜔䚸䝃䝥䝷䜲
䝏䜵䞊䞁䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻㛵ಀ䛩䜛ᆅ⌫⎔ቃၥ㢟䛻ᑐ䛩䜛ᴗ䛾♫ⓗ
㈐௵䠄㻯㻿㻾䠅䛾ᅾ䜚᪉䛻ᑐ䛩䜛༴ᶵឤ䛜䛒䜛䚹
䚕እᅜேᰴẚ⋡䛾ୖ᪼䛚䜘䜃㻶㻼㼄᪥⤒䜲䞁䝕䝑䜽䝇㻠㻜㻜䛾⟬ฟ㛤ጞ
䚕ᖺ㔠✚❧㔠⟶⌮㐠⏝⊂❧⾜ᨻἲே䠄㻳㻼㻵㻲䠅ᨵ㠉
䚕ᨵṇ♫ἲ䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ㻢᭶බᕸ䠅
䚕䛂㈐௵䛒䜛ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ䛃䛾ㅖཎ๎䠄᪥ᮏ∧䝇䝏䝳䝽䞊䝗䝅䝑䝥䞉䝁䞊䝗䠅
䛾බ⾲䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ㻞᭶䠅
䚕᪥ᮏ∧䝁䞊䝫䝺䞊䝖䞉䜺䝞䝘䞁䝇䞉䝁䞊䝗䛾බ⾲䛻ྥ䛡䛯᳨ウ
䚕䛂ಟṇᅜ㝿ᇶ‽䛃䠄᪥ᮏ∧㻵㻲㻾㻿䠅䛾බ⾲䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ㻣᭶䠅
䚕䝎䜲䝞䞊䝅䝔䜱᥎㐍䛻ྥ䛡䛯㛤♧せㄳ
䚕䛂ᣢ⥆ⓗᡂ㛗䜈䛾➇தຊ䛸䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䇷ᴗ䛸ᢞ㈨ᐙ䛾ᮃ䜎䛧䛔
㛵ಀᵓ⠏䇷䛃᭱⤊ሗ࿌᭩䠄ఀ⸨䝺䝫䞊䝖䠅䛾බ⾲䠄㻞㻜㻝㻠ᖺ㻢᭶䠅
11
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㻟 ⤫ྜሗ࿌䛾ᙺ䛸≉ᚩ
䕔⤫ྜሗ࿌䛿䚸⤒῭⎔ቃ䛾䜾䝻䞊䝞䝹䛺ኚ䜢ᤊ䛘䛶䚸ᴗ䠄⤒Ⴀ⪅䠅⮬䜙
䛜ᚑ๓䛾⤒Ⴀ䛾ᅾ䜚᪉䜢ぢ┤䛩䛸䛸䜒䛻䚸㈈ົ㈨ᮏᥦ౪⪅䚸䛸䜚䜟䛡ᶵ㛵
ᢞ㈨ᐙ䛜䚸▷ᮇᢞ㈨䛛䜙୰㛗ᮇⓗ䛺䝸䝍䞊䞁䛺䜙䜃䛻䝸䝇䜽䛸ᶵせᅉ䜢
㔜ど䛩䜛㛗ᮇᢞ㈨䛻㌿䛩䜛䛣䛸䜢ពᅗ䛧䛯ᣢ⥆ྍ⬟䛺⤒῭♫䛾Ⓨᒎ
䛻㈨䛩䜛᪂䛯䛺ᨵ㠉䜈䛾ྲྀ⤌䜏䛷䛒䜛䚹
䕔ᙺ
䐟䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛷⏕⏘ⓗ䛺㈨ᮏ䛾㓄ศ䜢ྍ⬟䛸䛩䜛䛯䜑䚸㈈ົ㈨ᮏᥦ౪⪅
䛜⏝ྍ⬟䛺ሗ䛾㉁䜢ᨵၿ䛩䜛
䐠ᴗ䛾㛗ᮇ䛻䜟䛯䜛౯್㐀⬟ຊ䛻䛝䛟ᙳ㡪䛩䜛せᅉ䜢ఏ㐩䛩䜛
䛯䜑䚸䜎䛸䜎䜚䛾䛒䜛ຠ⋡ⓗ䛺ᴗሗ࿌䛾䜰䝥䝻䞊䝏䜢ಁ䛩
䐡ᗈ⠊䛺㈨ᮏ䛻ಀ䜛ㄝ᫂㈐௵䛚䜘䜃ཷク⪅㈐௵䜢ྥୖ䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻䚸
ᙜヱ㈨ᮏ㛫䛾┦㛵ಀ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䜢῝䜑䜛
䐢▷䞉୰䞉㛗ᮇ䛾౯್㐀䛻↔Ⅼ䜢䛒䛶䛯⤫ྜᛮ⪃䚸ពᛮỴᐃ䛚䜘䜃
⾜ື䛻㈨䛩䜛
12
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講
演
問 題 提 起

㻞 ⤫ྜሗ࿌䜢ྲྀ䜚ᕳ䛟⎔ቃኚ

䕔≉ᚩ
ߧᕷሙᑟᆺ㸦PDUNHWOHG㸧ࡢᯟ⤌ࡳ
ߧཎ๎⩏㸦SULQFLSOHEDVHG㸧ࡢ࢞ࢲࣥࢫ
ߧࢧࣟ㸦VLOR㸧⩏ࡢᡴ◚
ߧࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆつᐃࡋ࡞࠸
ߧせồ㡯ಀࡿFRPSO\RUH[SODLQࡢ㐺⏝
ߧᐃࡍࡿ⏝⪅ࡣ㈈ົ㈨ᮏᥦ౪⪅
䕔⤫
⤫ྜᛮ⪃䠖⤌⧊䛜䚸䛭䛾ᴗ༢➼䛸䚸⤌⧊䛜⏝䛧䚸ᙳ㡪䜢䛘䜛㈨ᮏ䛸
䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶䚸⬟ືⓗ䛻⪃䛘䜛䛣䛸䚹⤫ྜᛮ⪃䛿䚸▷䞉୰䞉㛗ᮇ䛾౯್㐀
䜢⪃៖䛧䛯䚸⤫ྜⓗ䛺ពᛮỴᐃ䛚䜘䜃⾜ື䛻⧅䛜䜛
䕔⤫
⤫ྜሗ࿌䠖⤫ྜᛮ⪃䜢ᇶ♏䛸䛧䚸⤌⧊䛾㛗ᮇ䛻䜟䛯䜛౯್㐀䛻ಀ䜛ᐃᮇ
ⓗ䛺⤫ྜሗ࿌᭩䛸㛵㐃䛩䜛౯್㐀䛾ഃ㠃䛻䛴䛔䛶䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
䛻⧅䛜䜛䝥䝻䝉䝇
䕔⤫
⤫ྜሗ࿌᭩䠖⤌⧊䛾እ㒊⎔ቃ䜢⫼ᬒ䛸䛧䛶䚸⤌⧊䛾ᡓ␎䚸䜺䝞䝘䞁䝇䚸ᐇ⦼䚸
䛚䜘䜃ぢ㏻䛧䛜䚸䛹䛾䜘䛖䛻▷䞉୰䞉㛗ᮇ䛾౯್㐀䛻⧅䛜䜛䛾䛛䛻䛴䛔䛶䛾
⡆₩䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
13

（シート13）

Ϫ ⤫ྜሗ࿌䛾ไᗘ䛾⤒㊰
1 ఏ⤫ⓗሗ࿌䝰䝕䝹䛸⤫ྜሗ࿌䝰䝕䝹
䕔IIRC䛾ウ㆟ᩥ᭩䛿䚸ఏ⤫ⓗሗ࿌䝰䝕䝹䛻䛴䛔䛶䚸㈈ົⓗ䛺㈨ᮏ䛾ཷク㈐௵
䛻ᇶ䛵䛝䚸䛭䛾↔Ⅼ䛜㐣ཤᣦྥ䛛䛴㈈ົⓗഃ㠃䜢୰ᚰ䛸䛧䛶▷ᮇⓗ䛷䛒䜛
䛣䛸䚸㛤♧䛾⠊ᅖ䛜㝈ᐃ䛥䜜䜛䛯䜑㏱᫂ᛶ䛻Ḟ䛡䚸つ๎䛻䜘䜛ไ⣙䛜ᙉ䛔
䛣䛸䚸」㞧䛷䚸⡆₩䛷䛿䛺䛔䛣䛸➼䜢▷ᡤ䛸䛧䛶ᣦ䛩䜛䚹
䚕⤫ྜሗ࿌䝰䝕䝹䛻䛚䛔䛶㈈ົሗ䠙㈈ົㅖ⾲䛛䚸⨨䛵䛡䛿᫂☜䛛
䚕᪂䛯䛺ᴗሗ࿌䝰䝕䝹䛿ఏ⤫ⓗሗ࿌䝰䝕䝹䜢ᢈุ䛧䛶㠀㈈ົሗ䛾
㔜せᛶ䜢ᙉㄪ䛩䜛䛜䚸㈈ົㅖ⾲⮬య䛾㆟ㄽ䛜Ḟⴠ䛩䜛ഴྥ䛜䛒䜛

2

⤫ྜሗ࿌䛾ไᗘ䛾䛯䜑䛾௦᭰ⓗ⤒㊰

䚕MC 䜎䛯䛿䜰䝙䝳䜰䝹䞉䝸䝫䞊䝖䛻䝃䝇䝔䝘䝡䝸䝔䜱ሗ࿌᭩䜢⤖ྜ䛩䜛
䚕䜰䝙䝳䜰䝹䞉䝸䝫䞊䝖䛻㏣ຍⓗ䛺⡆᫆∧䛾⊂❧ሗ࿌᭩䜢సᡂ䛩䜛
䚕MC 䜎䛯䛿䝃䝇䝔䝘䝡䝸䝔䜱ሗ࿌᭩䜢⤫ྜሗ࿌᭩䛩䜛
ྜ⤫ڦሗ࿌ࡢไᗘࡣᚲࡎࡋࡶ⮬࡛᫂ࡣ࡞࠸ࠋMC 䛾ᅾ䜚᪉䛿䛂ὀグ䛃䛸
䛂⤫ྜሗ࿌䛃䛾䛴䛾᪉ྥ䛷ၥ䜟䜜䜛䚹
14
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Ⅰ

15

⤫ྜሗ࿌ሗ࿌ࢧࣟࡋ࡚ࡢ㹋㹁
㈈ົሗ࿌䛾ᯟ⤌䜏䛻䛚䛡䜛MC

䕔MC䛻ಀ䜛䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾฿㐩Ⅼ䠄䠙IASB䛾Ᏺഛ⠊ᅖ䛸㝈⏺䠅
䚕IASB䛿ᙉไຊ䛾䛺䛔⾲♧䛾䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛸䛧䛶ᣦ㔪䜢♧䛧䛯
䚕MC䛿㈈ົሗ࿌䛾ቃ⏺䛾ෆഃ䛻䛒䜛䛣䛸䜢᫂♧䛧䛯
䚕MC䛿㈈ົㅖ⾲䛸ᴫᛕ䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䜢ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䜢᫂♧䛧䛯
䚕䝃䝇䝔䝘䝡䝸䝔䜱ሗ࿌᭩䚸ESGሗ䛾㛤♧㡿ᇦ䛻┤᥋㛵ಀ䛩䜛ᣦ㔪䜢
♧䛩䜒䛾䛷䛿䛺䛟(䝸䝇䜽ሗ䛸䛧䛶♧၀)䚸㈈ົሗ䛸㠀㈈ົሗ䛾ᐃ⩏䚸
ὀグ䛸MC䛻ಀ䜛㓄⨨つ‽䛾タᐃ䛿ᮍゎỴ䛾ㄢ㢟䛸䛺䛳䛯
（シート15）

4 ᄙ᭽䈭⛔วႎ๔䈱ᒻᘒ―JICPA䈱⎇ⓥ―
䂓 ᐕᰴႎ๔ᦠ䉕⛔วႎ๔ᦠ䈫䈚䈩㐿␜䈜䉎䉝䊒䊨䊷䉼
㽲ⷐ⚂⽷ോ⻉╬䉕䉃⛔วဳᐕᰴႎ๔ᦠ䉕㐿␜䈚䇮CSRႎ๔䈫ᵈ⸥
䉕䉃⚦䈭⽷ോႎ๔䈲ㅜ䉡䉢䊑䈪㐿␜䈜䉎
㽳⛔วဳᐕᰴႎ๔ᦠ䉕㐿␜䈚䇮CSRႎ๔䈱䉂ᇦ䈪㐿␜䈜䉎
㽴⛔วဳ䈱ᐕᰴႎ๔ᦠ䉕䊪䊮䊧䊘䊷䊃䈫䈚䈩㐿␜䈜䉎
䂓⛔วႎ๔ᦠ䉕ਛᔃ䈫䈚䈩䇮ᐕᰴႎ๔ᦠ䋨⽷ോႎ๔ਛᔃ䋩䈫CSRႎ๔ᦠ䉕
૬䈞䈩㐿␜䈜䉎䉝䊒䊨䊷䉼
䂓⠨ኤ
䇒⁁䈱ታോ䈲ᓥ᧪䈱㐳ᄢ䈭ᐕᰴႎ๔ᦠ䉕ၮ␆䈫䈚䇮ᚢ⇛䉇䊎䉳䊈䉴䍃
䊝䊂䊦䉕ゲ䈫䈚䈩ౣ᭴ᚑ䈚䈢䉅䈱䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮㐿␜ᖱႎ䈱㊀ⷐᕈ䉕
㊀ⷞ䈚䈢◲ẖ䈭ႎ๔䈫䈲⸒䈇㔍䈇
䇒⛔วႎ๔䈮ኻ䈜䉎䇸ല₸⊛◲⚛ൻ䈱ⷐ⺧䇹䈮ଥ䉎ℂ⺰䈫ታ㓙䈱ᬌ⸽
䈱ᔅⷐᕈ
䇒⛔วႎ๔䈏䇸⚵❱䈱ਥ䈢䉎ႎ๔ᦠ䈫䈚䈩ᓥ᧪䈱ႎ๔䈮䈫䈦䈩ઍ䉒䉎䇹
䈱䈪䈲䈭䈒䇮䈠䈱ㆊᷰᦼ䈮䈍䈇䈩䈲ႎ๔♽ో䈫䈚䈩ㅊട⊛䈭㐿␜
䉕᧪䈚䈉䉎
16
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演
提 起

䕔2010ᖺ12᭶䛻䚸IASB䛜IFRSᐇົពぢ᭩䛄⤒Ⴀ⪅䛻䜘䜛ㄝ᫂䠄MC䠅䛅䜢බ⾲
䚕MC䛿䛂IFRS䛻‽ᣐ䛧䛶సᡂ䛥䜜䛯㈈ົㅖ⾲䛻㛵㐃䛩䜛䝘䝷䝔䜱䝤䛺ሗ
䛷䛒䜚䚸㈈ົㅖ⾲ୖ䛾㔠㢠䚸䜶䞁䝔䜱䝔䜱䛾㈈ᨻ≧ែ䚸㈈ົᴗ⦼䛺䜙䜃
䛻䜻䝱䝑䝅䝳䞉䝣䝻䞊䛻㛵䛩䜛Ṕྐⓗ䛺ㄝ᫂䜢⏝⪅䛻ᥦ౪䛩䜛䚹䜎䛯䚸
MC䛿䚸⤒Ⴀ⪅䛾┠ᶆ䛸ᙜヱ┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛾ᡓ␎䜢㛵㐃䛵䛡䛶
⌮ゎ䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ♏䜢䛘䜛䛃䛸ᐃ⩏䛥䜜䜛
䚕MC䛾ᵓᡂせ⣲䠖䐟ᴗ䛾ᛶ㉁䚸䐠┠ᶆ䛸ᡓ␎䚸䐡㈨※䚸䝸䝇䜽䛸ㅖ㛵ಀ䚸
䐢ᡂᯝ䛸ぢ㏻䛧䚸䐣ᴗ⦼ ᗘ䛸ᴗ⦼ᣦᶆ

講
問 題



⿵ㄽ1 㛤♧䛾ᯟ⤌䜏䜢䜑䛠䜛㆟ㄽ䛾ᒎ㛤
䕔⾲♧䛸㛤♧䛾䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛻ಀ䜛ウ㆟ᩥ᭩➼䛾බ⾲
䚕FRC䛄㛤♧ᯟ⤌䜏䛾䛯䜑䛾䝻䞊䝗䝬䝑䝥䛅䠄2012ᖺ䠅
䐟ᴗሗ࿌䞉㈈ົሗ࿌䞉㈈ົㅖ⾲䜢ᴫᛕୖ༊ู䛩䜛
䐠㈈ົሗ࿌䛾ᵓᡂせ⣲䜢䚸㈈ົㅖ⾲䠄ὀグ䜢ྵ䜐䠅䞉MC䞉䝁䞊䝫䝺䞊䝖䞉
䜺䝞䝘䞁䝇䛸䛩䜛䚹
䐡㓄⨨つ‽䜢タᐃ䛧䚸㈈ົሗ࿌䛾ᵓᡂせ⣲㛫䛾㐃ಀ䜢᫂☜䛩䜛
(a)せ㈈ົㅖ⾲䛸䛭䛾ᵓᡂせ⣲䛾⌮ゎ䛻ྍḞ䛷䛒䜜䜀䚸㈈ົㅖ⾲
ୖㄆ㆑䛥䜜䛶䛔䜛䛛ྰ䛛䜢ၥ䜟䛪䚸ὀグ䛸䛩䜛
(b)ᴗ䛾ἣ䜔ᴗ⎔ቃ䛾ᩥ⬦䛻䛚䛔䛶㈈ົㅖ⾲䜢ㄝ᫂䛩䜛ሗ
䜢ᥦ౪䛩䜛䛺䜙䜀䚸MC䛻䛚䛔䛶㛤♧䛩䜛
(c)ᴗ䛾ᡓ␎┠ᶆ䛾タᐃ䚸⤒Ⴀ⪅䛾┘╩䛚䜘䜃ཷク㈐௵䛻ಀ䜛ᰴ
䛻ᑐ䛩䜛ሗ࿌䛻㛵䛧䛶ྲྀ⥾ᙺ䛾㈐௵䛻ಀ䜛ሗ䜢ᥦ౪䛩䜛䛺䜙䜀䚸
䜺䝞䝘䞁䝇ሗ䛸䛧䛶㛤♧䛩䜛
䕔㈈ົሗ࿌䛾ᵓᡂせ⣲䛾༊ศၥ㢟䛿䚸㈈ົሗ࿌䛾┠ⓗ䚸ㄆ㆑ᇶ‽䚸㓄⨨
つ‽䛚䜘䜃┘ᰝྍ⬟ᛶ䛻ಀ䜛ၥ㢟䛜㘒䛩䜛㡿ᇦ䛷䛒䜛䚹
17
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⿵ㄽ2 MC㛤♧䛾ᶵ⬟ᣑ䛸බⓗ㛤♧䛻䛚䛡䜛ព⩏
䕔㈈ົㅖ⾲䜢䛂⿵
⿵ ㊊䛃䛩䜛䛸䛿䚸㈈ົㅖ⾲ୖ䛾㔠㢠䛻ಀ䜛㏣ຍⓗㄝ᫂
䛚䜘䜃㈈ົㅖ⾲ୖ䛾⤖ᯝ䛻ಀ䜛ἣ䜔㇟䜢ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䜢䛔䛖䚹
⿵ 䛃䛩䜛䛸䛿䚸㈈ົㅖ⾲䛻⾲♧䛥䜜䛺䛔ሗ࿌ᐇయ䛸䛭䛾ᴗ⦼䛻
䛂⿵
㛵䛩䜛㈈ົሗ䛚䜘䜃㠀㈈ົሗ䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䜢ព䛩䜛䚹
䚕ィ᪉㔪䛾ㄝ᫂䛸㈈ົㅖ⾲䛾ゎㄝ䜢୰ᚰ䛸䛩䜛⿵㊊ᶵ⬟䛛䜙䚸
ඛ⾜ᴗ⦼ᣦᶆ䛸䛧䛶䛾㠀㈈ົሗ䜢⏝䛔䛯⿵ᶵ⬟䜈䛸ᒎ㛤䛧䚸
㠀㻳㻭㻭㻼 ᗘ➼䛻ಀ䜛ィつไ䛾እᘏⓗ䛺ᣑ䛻⧅䛜䛳䛶䛔䜛
බⓗ㛤♧䛃䛸䛿䚸ㄡ䜒䛜ᐜ᫆䛻ሗ䜢ධᡭ䛧䛖䜛බⓗ䝏䝱䝛䝹䜢⏝
䕔䛂බ
䛧䛯㛤♧䜢ព䛧䚸୍㒊䛾⏝⪅䛻ᑐ䛧⚾ⓗ䛺ሗ䝏䝱䝛䝹䜢⏝
䛧䛯䛂⚾
⚾ⓗ㛤♧䛃䛸䛿༊ู䛥䜜䜛䚹㻹㻯䛿䚸බⓗ㛤♧䛸⚾ⓗ㛤♧䛜㘒
䛩䜛㛤♧㡿ᇦ䛛䜙ฟ䛥䜜䜛ሗ䛷䛒䜛䚹
䚕⡿ᅜ䛾㻹㻰㻒㻭䛿䚸䛂ᙉไⓗ⮬Ⓨⓗ㛤♧䛃䛷䛒䜛䛸䜒䛔䜟䜜䜛
䕔⤫ྜሗ࿌䛜䚸ᙉไⓗබⓗ㛤♧䛾䜏䛺䜙䛪䚸䛛䛛䜛㛤♧㝵ᒙ㡿ᇦ䛻
⤌䜏㎸䜎䜜䜛䛣䛸䜢䛂ไᗘ䛃䛸ᐃ⩏䛩䜛䚹
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Ⅰ
講
問 題

5 ༡䜰䝣䝸䜹䛻䛚䛡䜛⤫ྜሗ࿌䛾ไᗘ

䕔㈈ົሗ࿌䛸䝃䝇䝔䝘䝡䝸䝔䜱ሗ࿌䛸䛾⤫ྜ
䚕㻷㼕㼚㼓ϩ䛻䛚䛔䛶䚸㻳㻾㻵䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜢ᇶ♏䛸䛩䜛䝃䝇䝔䝘䝡䝸䝔䜱ሗ䛾
㛤♧䜢せồ䠖䝖䝸䝥䝹䝪䝖䝮䝷䜲䞁䛾ᙉㄪ
䚕㻷㼕㼚㼓Ϫ䛿䚸䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䞉 䜰䝥䝻䞊䝏䛻ᇶ䛵䛝䝃䝇䝔䝘䝡䝸䝔䜱ሗ
䛾㛤♧䛛䜙⤫ྜሗ࿌䛾ไᗘ䜈䛸ᒎ㛤
䠖㻷㼕㼚㼓䊠ሗ࿌᭩䛾බ⾲ᚋ㻝㻥㻥㻣ᖺ䛻༡䜰䝣䝸䜹ສチィኈ༠㻔SAICA㻕
䛜බ⾲䛧䛯ᣦ㔪䚸༡䜰䝣䝸䜹∧OFR(stakeholder communication in the
Annual Report)䛿䚸㞠⏝䞉⎔ቃၥ㢟䞉♫ⓗ㈐௵➼䜢㛤♧㡯┠䛸䛧䛯
䕔㻞㻜㻜㻠ᖺ䛾SRI Index䛾タ䚸ESGሗ䜢ዡບ䛩䜛༡䜰䝣䝸䜹㈐௵ᢞ㈨
䝁䞊䝗(CRISA)➼䚸⤫ྜሗ࿌䛿䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛾௦⌮⪅䛸䛧䛶䚸㈨ᮏ
ᥦ౪⪅(㛗ᮇಖ᭷ᰴ)䜢ᐃ䛧䛶䛔䜛䚹
19
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䕔䜺䝞䝘䞁䝇䚸ᡓ␎䚸䝸䝇䜽䚸ᴗ⦼䚸ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ䛿ྍศ䛸䛧䛶⤫ྜᛮ⪃
䛻ᇶ䛵䛟⤒Ⴀ䝇䝍䜲䝹䜢☜❧䛩䜛ᡭẁ䛸䛧䛶䚸⤫ྜሗ࿌䜢㐃ಀ䛥䛫䜛䚹
䚕⤫ྜሗ࿌᭩䛻䛚䛡䜛ㅖせ⣲
䠖䐟ሗ࿌᭩䛾ᴫせ䚸䐠⤌⧊ⓗᴫほ䚸䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䛚䜘䜃䜺䝞䝘䞁䝇
ᵓ㐀䚸䐠ᴗ≧ἣ䛾⌮ゎ䚸䐡ᡓ␎┠ᶆ䚸䝁䞁䝢䝔䞁䝅䞊䚸KPI䛸KRI䚸
䐢⤌⧊䛾ᴗ⦼䛾ㄝ᫂䚸䐣ᑗ᮶䛾ᴗ⦼┠ᶆ䚸䐤ሗ㓘᪉㔪䚸䐥ศᯒⓗ䛺
ㄝ᫂
䚕ཎ๎ 㻥㻚㻝 ྲྀ⥾ᙺ䛿䚸♫䛾⤫ྜሗ࿌᭩䛾ㄔᐇᛶ䜢☜ಖ䛩䜉䛝
䚕ཎ๎ 㻥㻚㻞㻌㻌ᣢ⥆ྍ⬟ᛶሗ࿌䛿♫䛾㈈ົሗ࿌䛸⤖ྜ䛩䜉䛝
䕔༡䜰䝣䝸䜹⤫ྜሗ࿌ጤဨ䠄㻵㻾㻯䠅䛸IIRC䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛸䛾㛵ಀ
䚕㻵㻾㻯䛿䚸㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝᭶䛻ウ㆟ᩥ᭩䛄⤫ྜሗ࿌䛸⤫ྜሗ࿌᭩䛾䝣䝺䞊䝮
䝽䞊䜽䛅䜢බ⾲䚹㻵㻵㻾㻯䛾ሙྜẚ䜉䛶ᐃ䛩䜛⏝⪅䛜␗䛺䜛
䚕kingሗ࿌᭩䛿ཎ๎䜢♧䛧䚸つ⠊ⓗ䛷䛿䛺䛔䚹IIRC䛾䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛿
ᣦᑟཎ๎䛸ෆᐜせ⣲䜢タᐃ䛧䚸ᐇ㉁ⓗ䛻how to䜢䛘䛶䛔䜛
䚕♫䛾᭱ၿ䛾┈䛻↷䜙䛧䛶㞟ᅋⓗᛮ⪃䛻ᇶ䛵䛝㐺⏝䛩䜛
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演
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䕔䝶䝝䝛䝇䝤䝹䜾ドๆྲྀᘬᡤ䛜2010ᖺ3᭶1᪥௨ᚋ㛤ጞ䛩䜛ᴗᖺᗘ䛛䜙
⤫ྜሗ࿌᭩䛾ᥦฟ䜢⩏ົ䛩䜛䚹
䚕䝁䞊䝫䝺䞊䝖䞉䜺䝞䝘䞁䝇䞉䝁䞊䝗䠄KingϪ䠅䛾㑂Ᏺ䜢ୖሙ♫䛻⩏ົ
䚕䛂apply or explain䛃䜰䝥䝻䞊䝏䛾᥇⏝㻔䋽䛂comply or explain䛃㻕

䕔༡䜰䝣䝸䜹䛻䛚䛡䜛ไᗘ䛾䜲䞁䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁
䚕༡䜰䝣䝸䜹∧㻻㻲㻾䛻䛚䛡䜛䝃䝇䝔䝘䝡䝸䝔䜱ሗ䛿⤫ྜሗ࿌䛻⛣⾜䞉
Ⓨᒎ䛧䚸ᙜヱ㛤♧㡿ᇦ䛿IRC䛾ウ㆟ᩥ᭩䛛䜙IIRC䛾䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛜බ⾲
䛥䜜䜛䛺䛛䛷䚸analytical commentary 䛸䛧䛶⣧䛧䛯䛸䜏䜙䜜䜛䚹䛧䛛䛧䚸
⿵㊊ሗ䛾⨨䛵䛡䜔MC䛻ಀ䜛IASBᐇົពぢ᭩䛸䛾㛵ಀ䛿᭕䛷䛒䜛
䚕⤫ྜሗ࿌䛾↔Ⅼ䛿㈈ົ㈨ᮏᥦ౪⪅䛻ᑐ䛧䛶⤌⧊䛾౯್㐀䛻ಀ䜛ㄝ᫂
䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛻䛒䜛
䚕⌧≧䛷䛿䚸⤫ྜሗ࿌䛿㈈ົሗ࿌䛾⿵㊊ሗ䛷䛒䜛䛸䛾ᣦ䛜䛒䜛
䚕༡䜰䝣䝸䜹䛻䛚䛡䜛⤫ྜሗ࿌䛾ไᗘ䛾ព⩏䛿䚸ᕷሙ䛾trust䜢ᙧᡂ䛩䜛
䛣䛸䛻䛒䜛䚹⤖ᯝ䛸䛧䛶㈨ᮏᥦ౪⪅䛾ሗ䝙䞊䝈䜢‶䛯䛧䚸㈨㔠ㄪ㐩䜢
ᐜ᫆䛻䛩䜛୍᪉䛷䚸䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䞉䜰䝥䝻䞊䝏䛻ᇶ䛵䛟⤫ྜ⤒Ⴀ䜈䛾
༑ศ䛺Ⓨᒎ䛻䛿⮳䛳䛶䛔䛺䛔䛸䛾ᣦ䛜䛒䜛
䕔⤫ྜሗ࿌㈈ົㅖ⾲CSRሗ࿌䛾㐃ಀ
䚕 䜾䝻䞊䝞䝸䝊䞊䝅䝵䞁䛻ᑐᛂ䛧䛶㐓᪩䛟㻵㻲㻾㻿䜢ᑟධ䛧䛯䛣䛸䛷▱䜙䜜䜛
䚕㻵㻭㻿㻟㻠䛻‽ᣐ䛧䛯せ⣙㈈ົㅖ⾲䛾సᡂ䞉㛤♧䜢ㄆ䜑䜛
21

（シート21）

6 ⱥᅜ䛻䛚䛡䜛ᡓ␎ሗ࿌᭩䛾ไᗘᵓ㐀
䕔ⱥᅜOFRᆺ㛤♧䝰䝕䝹䛿䚸ཎ๎⩏䜢᥇⏝䛩䜛Ⅼ䛷MC䛸ඹ㏻Ⅼ䛜
䛒䜚䚸䛭䛾㛤♧ཎ๎䜔ᴫᛕ䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛾᪉ἲ䛜㢮ఝ䛩䜛䚹䜎䛯䚸
CSRሗ䜢᫂♧ⓗ䛻ໟྵ䛩䜛Ⅼ䛷䚸⡿ᅜMD&A䛸┦㐪䛩䜛䚹
䚕ⱥᅜASB䛻䜘䜚බ⾲䛥䜜䛯᭱ၿ័⾜䛸䛧䛶䛾OFRሗ࿌ពぢ᭩䛸♫
ἲ䛜㛤♧䜢ᙉไ䛩䜛Business Review䛾㝵ᒙᵓ㐀䜢ᙧᡂ䛩䜛
䕔䝡䝆䝛䝇䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉ᢏ⬟┬(BIS)䛜䚸ⱥᅜ♫ἲ䛾᪂䛯䛺ሗ࿌䛾
䛾ᯟ⤌䜏䛸䛧䛶䚸 Business Review䛻௦䜟䜛ᡓ
ᡓ␎ሗ࿌᭩(Strategic Report䚸
ᡓ␎䚸䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䚸ᴗ⦼䚸䝸䝇䜽䚸♫䛚䜘䜃⎔ቃሗ䚸䜺䝞䝘䞁䝇
䛚䜘䜃ሗ㓘䛻ಀ䜛㔜せሗ䜢ෆᐜ䛸䛩䜛)䛸ྲྀ⥾ᙺሗ࿌᭩䛻௦䜟䜛
ᖺḟྲྀ⥾ᙺ⾲᫂᭩ (Annual Directors’ Statement䚸ᡓ␎ሗ࿌᭩䛾ヲ⣽
䜢ෆᐜ䛸䛧䚸ሗ㓘ሗ࿌᭩䚸䜺䝞䝘䞁䝇ሗ࿌᭩䛚䜘䜃┘ᰝጤဨሗ࿌᭩
䜢ྵ䜐)䜢ᥦ䛧䛯䚹
䕔ⱥᅜ䛾ᡓ␎ሗ࿌᭩䛾㛤♧䝰䝕䝹䛿䚸♫ἲ䚸2012ᖺᨵゞ䜺䝞䝘䞁
䝇䞉䝁䞊䝗䚸䜰䝙䝳䜰䝹䞉䝺䝫䞊䝖䛾㛤♧䜎䛷ᣑᙇ䛥䜜䛯᭱ၿ័⾜䛸䛧䛶䛾
䜺䜲䝎䞁䝇䛾㐃ಀつ⠊つᐃ䛛䜙ᙉไつᐃ䜈䛾ไᗘ䛻≉ᚩ䛜䛒䜛䚹
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Ⅰ
講
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ϫ 䛂⤫ྜ㈈ົሗ࿌ไᗘ䛃䛸䠩䠟䛾⨨䛵䛡

䕔䝘䝷䝔䜱䝤䛺ሗ䛾㛤♧䛾ሙ䛸䛧䛶㈈ົሗ࿌䛾ᯟ⤌䜏䛻⤌䜏㎸䜎䜜䛯MC
䛾⨨䛵䛡䜢᫂☜䛻䛧䛶䚸㈈ົሗ࿌䛸㠀㈈ົሗ࿌䛾⤫ྜ䛾ᅾ䜚᪉䛸᪉ἲ
䜢᳨ウ䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛䚹

1 ⊃⩏䛾㈈ົሗ࿌ほ(ᅗ2)
㈈ົሗ࿌䜢㈈ົㅖ⾲ᮏయ䛸ὀグ䛾ሗ࿌䛸䜏䜛䚹㠀㈈ົሗ࿌䛿ィᇶ‽
タᐃၥ㢟䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛾⨨䛵䛡䛜᫂☜䛷䛺䛔MC䛚䜘䜃㠀㈈ົሗ࿌䛾
㐃ಀ䜒ព㆑䛥䜜䛶䛔䛺䛔

2 MC䜢⤌䜏ධ䜜䛯㈈ົሗ࿌ほ(ᅗ3)
㈈ົㅖ⾲䜢୰᰾䛸䛧䛶䚸MC䜢᫂♧䛧䛯IASB䛾㈈ົሗ࿌䛾ᯟ⤌䜏䛷䛒䜛䚹
CSRሗ࿌᭩➼䛿㈈ົሗ࿌䛾ᇝእ䛸䛺䜛
23
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3 MC䛾
䛾ᣑᙇ䛻䜘䜛㠀㈈ົሗ࿌(୍㒊)䛾㈈ົሗ࿌(ᅗ4)
㈈ົሗ࿌䛸䛧䛶䛾MC䛻䚸㠀㈈ົሗ࿌䛷㛤♧䛥䜜䛶䛔䜛KPI 䜔㠀GAAP ᗘ䚸
ESGሗ➼䛜䛔䛛䛺䜛ㄽᣐ䛷䚸䛹䛾⠊ᅖ 䜎䛷⤌䜏㎸䜎䜜䜛䛛
ᴫᛕ䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䜢ඹ᭷䛧䛖䜛䛛

4 ⤫ྜሗ࿌䛾ไᗘ䛾୍ᙧែ(ᅗ5)
㈈ົሗ䠙㈈ົㅖ⾲䛸䛧䛶㠀㈈ົሗ䜢୍య䛩䜛䛣䛸䛜⤫ྜሗ࿌䛷䛒䜛
䛸䛔䛖䛾䛷䛒䜜䜀䚸┘ᰝᑐ㇟䛯䜛㈈ົㅖ⾲䛸㠀┘ᰝᑐ㇟䛯䜛㠀㈈ົሗ䛜
ሗ䛜ΰྠ䛥䜜䛛䛽䛺䛔
䚕䛂⤫ྜ㈈ົሗ࿌ไᗘ䛃ㄽ䛿䚸㈈ົㅖ⾲䛸㠀㈈ົሗ࿌᭩䛿⊂⮬䛻Ꮡ⥆䛧䚸
┦⿵㊊䞉┦⿵㛵ಀ䛜᫂☜䛻䛺䛳䛯㈈ົሗ(㈈ົㅖ⾲ᮏయ䛸ὀグ
䜢 ᑐ㇟䛸䛧䛯ሗ)䛸䚸㠀㈈ົሗ(㠀㈈ົሗ࿌᭩䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ሗ)䜢
㐃ಀ䞉⤫ྜ䛧䛯ሗ࿌᭩䛜䜂䛸䛴䛾䝣䜷䞊䝬䝑䝖䜢᪂䛯䛻ᙧᡂ䛩䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䚕MC䛿䛂ὀグ䛃䛩䜛䛾䛛䚸䛭䜜䛸䜒䛂⤫ྜሗ࿌䛃䛩䜛䛾䛛䠛
䕔㈈ົㅖ⾲䜢᫂☜䛻⨨䛵䛡䛶䚸䝘䝷䝔䜱䝤䛺ሗ䛾㛤♧䛾ሙ䛯䜛MC䛾⠊ᅖ
䛸ቃ⏺䜢䛔䛛䛻タᐃ䛩䜛䛛䛜䛂⤫ྜ㈈ົሗ࿌ไᗘ䛃䛾ᙧᡂ䛾㘽䛸䛺䜛䚹
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演
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䕔ᴗሗ࿌య䛾ᯟ⤌䜏䛻䛚䛔䛶䚸䝘䝷䝔䜱䝤䛺ሗ䛯䜛MC䚸ESGሗ䛸
㈈ົሗ䛾ྛሗ࿌䝃䜲䝻䛜⤫ྜ䛧䛖䜛䜎䛷㐃ಀ㛵ಀ䛜᫂☜䛻䛺䛳䛯䜒䛾
䠄 ᅗ1䠅䛜䚸⤫ྜሗ࿌䛾
䛜䚸⤫ྜሗ࿌䛸䛧䛶ୖ㒊ᵓ㐀䜢ᙧᡂ䛩䜛䛸䛥䜜䜛䠄
ㄽⅬ䜢䛭䛾ᙧᡂ㐣⛬䛻↷䜙䛧䛶㈈ົሗ࿌ほ䛸䛧䛶㢮ᆺ䛩䜛䚹

Ϭ ㈈ົሗ࿌䛾ኚᐜ䛾ᤊ䛘᪉
䕔㈈ົሗ䛸㠀㈈ົሗ䛾⤫ྜ䛾䛯䜑䛾ሗ࿌䝣䜷䞊䝬䝑䝖䜢ᵓ⠏䛩䜜䜀
⤖䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸┦⿵㊊䞉┦⿵㛵ಀ䛜᫂☜䛻䛺䛳䛯㈈ົㅖ⾲
⤫ྜሗ࿌䛚䜘䜃㠀㈈ົሗ࿌䛾⥲య䛾ไᗘ䜢䛂⤫ྜ㈈ົሗ࿌ไᗘ䛃䛸
ᤊ䛘䜛䛸䚸MC䛾⌧ᅾ䛻䛭䛾ㄽⅬ䜢ぢฟ䛧䛖䜛䚹
䚕㈈ົሗ࿌䛛䜙⤫ྜሗ࿌䜈䛾ᒎ㛤䛻䛚䛔䛶䚸ᅗ5䛾ẁ㝵䛷䛿MC䛜䛝䛟
ኚᐜ䛧䚸᪂䛯䛺ሗ࿌䝣䜸䞊䝬䝑䝖䛻྾䛥䜜䜛䛸䜒⪃䛘䜙䜜䜛
䚕䝘䝷䝔䜱䝤䛺ሗ䛻ಀ䜛㛤♧ไᗘ䛾㢮ᆺ䜟䛜ᅜ䛾᪉ྥ䛿䠛
䐟⡿ᅜMD&A 䠖 䝸䝇䜽ሗᣑᆺ䠄㈈ົㅖ⾲⿵㊊ᆺ䠅
䐠ⱥᅜOFR эᡓ␎ሗ࿌᭩ 䠖 ㈈ົሗ࿌ไᗘ⦅ᆺ 䠄㈈ົㅖ⾲⿵ᆺ䠅
䐡 IASB MC 䠖 ⱥᅜᆺ䠉CSRሗ࿌ 䠛
䐢༡䜰䝣䝸䜹∧OFR 䠖 CSRሗᣑᆺ䛛䜙䚸䝃䝇䝔䝘䝡䝸䝔䜱ሗ䛾㛤♧
せồ䜢⤒䛶䚸⤫ྜሗ࿌䜈䛸ᒎ㛤
䚕 MC䛜䛂ὀグ䛃䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸䛂⤫ྜሗ࿌䛃䛩䜛䛾䛷䛒䜜䜀䚸IASB䛜
MC䛻ಀ䜛㛤♧ᇶ‽䛺䛔䛧ᣦ㔪䛾タᐃ䛻䛴䛔䛶㈐௵䜢ᢸ䛖ᅜ㝿ᶵ㛵䛸
䛧䛶┦ᛂ䛧䛔䛛䛹䛖䛛䛿᫂☜䛷䛿䛺䛔эIIRC䛸䛾㐃ಀ䛸㈨※䛾ඹ᭷
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（シート25）

ϭ 䛚䜟䜚䛻ၥ㢟ᥦ㉳
䠍 ⤫ྜሗ࿌䛻䛚䛡䜛㛤♧䜰䝥䝻䞊䝏
䠄1䠅 ⤫ྜሗ࿌᭩䛻ᑐ䛩䜛㈐௵
䐟⤫ྜሗ࿌᭩䛾ㄔᐇᛶ䜢☜ಖ䛩䜛㈐௵䛻㛵䛩䜛ྠព䚸䐠䜺䝞䝘䞁䝇㈐௵⪅䛾
㞟ᅋⓗᛮ⪃䛻ᇶ䛵䛝䚸సᡂ䞉⾲♧䛥䜜䛯䛣䛸䛻㛵䛩䜛ྠព䚸䐡䝣䝺䞊䝮䝽䞊 䜽
䛻‽ᣐ䛧䛶సᡂ䛥䜜䛯䜒䛾䛛䛹䛖䛛䛻䛴䛔䛶䛾ពぢ䜎䛯䛿⤖ㄽ䚸ᙜヱ⾲᫂䜢
ྵ䜎䛺䛔ሙྜ䚸䐟䜺䝞䝘䞁䝇㈐௵⪅䛜䛹䛾䜘䛖䛺ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛯䛛䚸䐠ᑗ᮶
䛭䛾⾲᫂䜢ྵ䜐䛯䜑䛻䛹䛾䜘䛖䛺ᡭ㡰䛜䛸䜙䜜䛶䛔䜛䛛䚸䐡⾲᫂䛜ྵ䜑䜙䜜䜛
䜎䛷䛻ᚲせ䛸䛥䜜䜛㛫㍈䠄3ᗘ┠䛾⤫ྜሗ࿌᭩䜎䛷䛻⾲᫂䜢ྵ䜑䜛䠅

䠄2䠅 䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䛾㐺⏝
ಙ㢗ᛶ䛾䛒䜛ሗ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔≧ἣ䜔䚸≉ᐃ䛾ἲⓗ⚗Ṇ㡯䛜
Ꮡᅾ䛩䜛ሙྜ䚸⤫ྜሗ࿌᭩䛿䚸䐟┬␎䛥䜜䛯ሗ䛾ᛶ㉁䜢♧䛧䚸䐠 ┬␎䛥䜜䛯
⌮⏤䜢ㄝ᫂䛧䚸䐡䝕䞊䝍䛜⏝䛷䛝䛺䛔ሙྜ䚸ሗ䛾ྲྀᚓ䛻せ䛩䜛ᡭ㡰䜔ண
䛥䜜䜛㛫㍈䜢≉ᐃ䛩䜛

䠄3䠅 సᡂ䛸⾲♧䛾ᇶ♏
䐟⤌⧊䛻䜘䜛㔜せᛶ䛾Ỵᐃ䝥䝻䝉䝇䛾せ⣙䚸䐠ሗ࿌ቃ⏺䛾ㄝ᫂䛚䜘䜃䛭䛾
Ỵᐃ᪉ἲ䚸䐡㔜せᛶ䛾䛒䜛㇟䜢ᐃ㔞䜎䛯䛿ホ౯䛩䜛䛖䛘䛷㔜せ䛺ᯟ⤌䜏
䛚䜘䜃᪉ἲ䛾せ⣙
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講
問 題

䋲 䇸㪺㫆㫄㫇㫃㫐㩷㫆㫉㩷㪼㫏㫇㫃㪸㫀㫅䇹䉝䊒䊨䊷䉼䈱䉍ᣇ䉕䉄䈓䈦䈩

䇑ᤨὐ䈪㪠㪠㪩㪚䈲⛔วႎ๔ᦠ䈱䈵䈭ဳ䉕ⷙቯ䈜䉎ᗧ࿑䈏䈭䈇䈖䈫䈎䉌䇮ᓟ䉅⛔ว
ႎ๔䈫䈇䈉ฬ⒓䉕↪䈇䈢䊌䉾䉬䊷䉳䈫䈚䈩ᄙ᭽䈭ႎ๔ᇦ㑆䈱ㅪଥ㑐ଥ䈱ሽ䉕
ᗐቯ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯
䇑⥄Ꮖဳ䋨⥄⒓䋩⛔วႎ๔ᦠ䈱⏕ታ䈭ᐢ䈏䉍䉕䈬䈉ฃ䈔ᱛ䉄䉎䈼䈐䈎䇯
㪠㪠㪩㪚䈲䇮䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䈮Ḱ䈜䉎䈱䈪䈲䈭䈒䇮ෳᾖ䈜䉎䈫䈇䈉ㆡ↪ᣇᴺ䉕ᗐቯ䈚䈩
䈇䈭䈇䇯ᓥ೨䈱䉝䊆䊠䉝䊦䊶䊧䊘䊷䊃䈮㪚㪪㪩ႎ๔ᦠ╬䉕ว䈚䈢䇸⛔วဳ䉝䊆䊠䉝䊦䊶
䊧䊘䊷䊃䇹䈻䈱ᄌኈ䈏ㅴⴕ䈜䉎䈫੍ᗐ䈘䉏䉎䈭䈎䈪䇮ᚒ䇱䈱⎇ⓥኻ⽎䈲䇮䈖䈱䉋䈉䈭
䇸⛔ว⊛ႎ๔䇹䈭䈱䈎䇮䈠䉏䈫䉅㪠㪝㪩㪪䈱䉋䈉䈭䇸ၮḰ䇹䈮Ḱ䈚䈢䇮⚿ᨐ䈫䈚䈩䈱䇸⛔ว
ႎ๔䇹䈭䈱䈎䇯
䇑䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䈱ㆡ↪䈮ଥ䉎⺖㗴
㩿㪈㪀࿖㓙⊛䈭ᛚ䈮ၮ䈨䈒䇸࿖㓙⛔วႎ๔䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䇹䈱ⷙ▸ᕈ䈭䈇䈚ᮭᆭ
㩿㪉㪀⛔วႎ๔ᦠ䈮ኻ䈜䉎⚵❱⊛䈭⽿છ䈱䉇㐿␜䈱㊀ጀൻ䈮䈉⽶ᜂ䈱Ⴧᄢ
㩿㪊㪀䇸㪺㫆㫄㫇㫃㫐㩷㫆㫉 㪼㫏㫇㫃㪸㫀㫅䇹䉝䊒䊨䊷䉼ㆡ↪䈫⛔วႎ๔䈱ା㗬ᕈ⏕
27
㩿㪋㪀⛔วႎ๔䈱ᐲൻ䈮ะ䈔䈢㪠㪠㪩㪚䈫☨࿖㪪㪘㪪㪙䈱㩿ᓸᅱ䈭㪀ᣇะᕈ䈱⋧㆑
（シート27）

 ⛔ว⊛ႎ๔䈫⛔ว⚻༡
䂓દ⮮䊧䊘䊷䊃䋺䇸ડᬺ䈱ᖱႎ㐿␜䈲䇮ᛩ⾗ኅ䈏ਛ㐳ᦼ⊛䈭ଔ୯ഃㅧ䉕
⹏ଔ䈜䉎䈢䉄䈱ᖱႎ䈏ឭଏ䈘䉏䉎䉋䈉䈮䈜䈼䈐䈪䈅䉎䇯⍴ᦼ⊛䈭ᬺ❣䈮
䈱䉂䉎䈖䈫䈭䈒䇮㕖⽷ോᖱႎ䉅䉄䈢ડᬺ䈱⁁䉇᧪䈱ଔ୯ഃㅧ
䈮ะ䈔䈢䊒䊨䉶䉴䉕⹏ଔ䈜䉎䈢䉄䈱⛔ว⊛䈭ႎ๔䈏᳞䉄䉌䉏䉎䇯䇹
䂓⥄Ꮖဳ䋨⥄⒓䋩⛔วႎ๔ᦠ䈫⛔วႎ๔ᦠ䈮ኻ䈜䉎⽿છ䈱ⷐ᳞
䇒⛔วႎ๔ᦠᚑ䈱⇐ᗧὐ
㽲⛔วႎ๔ᦠ䈲ኻ䈱䈢䉄䈱䉿䊷䊦䈪䈅䉎
㽳㐿␜䈱䇸䈚䇹䈏ᔅⷐ䈮䈭䉎
㽴ଔ୯ഃㅧ䊒䊨䉶䉴䈮ଥ䉎⺑ਥ䈲ડᬺ䈪䈅䉎
䋺䊎䉳䊈䉴䊝䊂䊦䉕ਛᩭ䈫䈚䈩䇮ᚢ⇛㵪ᯏળ䊶䊥䉴䉪㵪㪢㪧㪠㪆㪢㪩㪠㵪ႎ㈽
㑆䈮ᢛวᕈ䈏䈅䉎䈎
㽵⚵❱䈱⏕┙䈏᳞䉄䉌䉏䉎
䋺䊂䊷䉺㓸䊒䊨䉶䉴㵪ㇱ⟑䈱⺑ᓧ㵪ฦ䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䈫䈱ᢛวᕈ
䇒ㇱ㐷㑆䈱ᖱႎ䈱Ṗൻ䈫ᛩ⾗⠪䈫⚻༡⠪㑆䈱䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮
䋽ኻ䈱ଦㅴ䈏᳞䉄䉌䉏䉎
28
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䇑ᐲ䈫䈚䈩䈅䉎⽷ോႎ๔䈫䇮⥄⊒⊛䈭ข䉍⚵䉂䈫䈚䈩䈱⪚⧘ᦼ䈮䈅䉎⛔วႎ๔
䈱ㅪଥ䈱䉍ᣇ䈮䈧䈇䈩䈲䇮ਔ⠪䈲ኻ┙⊛䈪䈲䈭䈒䇮⛔วႎ๔䈱࿖㓙⊛䈭ᐢ䈏䉍䈏
ฦᴺၞ䈮䈍䈔䉎⽷ോႎ๔ᐲ䈱⥄ᓞ⊛䈭ዷ㐿䉕ଦ䈜䈖䈫䉅੍䈘䉏䉎䇯

4 ᪥ᮏᆺ䛂⤫ྜ㈈ົሗ࿌ไᗘ䛃䛾ᙧᡂ䛻ྥ䛡䛶
䕔䝇䝏䝳䝽䞊䝗䝅䝑䝥䞉䝁䞊䝗䇷⤫ྜሗ࿌䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽㻔㏣ຍⓗᣦ㔪䛾
ᚲせᛶ䛾㠀㻕 䇷䜺䝞䝘䞁䝇䞉䝁䞊䝗䛾㐃ಀ䛾ᚲせᛶ
䕔᭷౯ドๆሗ࿌᭩䜢ᨵ㐀䛩䜉䛝䛛㻫
䠖䛂䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇䛛䜙ᑐヰ䜈䛃䜢ྍ⬟䛸䛩䜛㈈ົሗ࿌ไᗘ䛸ඹᏑ䛩䜛
⤫ྜሗ࿌䛾᪉ྥᛶ䛸䛧䛶䚸㔜せᛶ䛾㧗䛔ሗ䜢せ⣙䛧䛯⡆₩䛺ሗ࿌᭩
䜢䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛸䛧䛶䚸᭷౯ドๆሗ࿌᭩䛭䛾䛾፹య䛸䛾㐃ಀ䜢
䜅䜎䛘䛯య䛸䛧䛶䛾㛤♧ᯟ⤌䜏䛾ᙧᡂ
䚕ᩥᏐ㏻䜚䛾୍䛾ሗ࿌᭩䜢ព䛩䜛䝽䞁䝺䝫䞊䝖䛿⤫ྜሗ࿌䛾୍ᙧែ
䛷䛧䛛䛺䛟䚸✲ᴟ䛾฿㐩Ⅼ䛷䛿䛺䛔
䚕⡿ᅜ㻿㻭㻿㻮䛿䚸㻿㻱㻯㛤♧つไ䛾䛺䛛䛻㻹㻰㻒㻭䜢፹య䛸䛧䛶㠀㈈ົሗ䛻
ಀ䜛⏘ᴗู䞉ᴗ✀ู䛾ᶆ‽䜢ពᅗ䛧䛶䛔䜛䋻ⱥᅜᣦྥ䛛䚸⡿ᅜᣦྥ䛛
䕔⤫ྜሗ࿌䛜ᥦ㉳䛩䜛䚸ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫䛾ᵓ⠏䜢ᚿྥ䛧䛯⤫ྜᛮ⪃䛻
ᇶ䛵䛟⤫ྜ⤒Ⴀ䜈䛾Ⓨᒎ
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（シート29）

䇼ਥⷐෳ⠨ᢥ₂䇽
⑺⪲⾫৻䇸⛔วႎ๔䈱䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䋨2䋩―⽷ോႎ๔䉕ᄢ䈜䉎䉅䈱䈎―䇹䇺⚻༡⽷ോ䇻╙3148ภ䇮2014ᐕ
1䇮34-37㗁䇯
દ⮮㇌㓶䇸⽷ോႎ๔䈱ᄌ㕟䈫ડᬺଔ୯⹏ଔ䇹䇺ડᬺળ⸘䇻 ╙63Ꮞ䊶╙12ภ䇮2011ᐕ12ภ䇮48-57㗁䇯
ᗲᔒ⪺䇺ડᬺ⛔ᴦ䈱ળ⸘ቇ䇻ਛᄩ⚻ᷣ␠䇮2009ᐕ䇯
ട⾐⼱ືਯ䇸ᜬ⛯⊛䈭ડᬺଔ୯ഃㅧ䈱䈢䉄䈱㕖⽷ോᖱႎ㐿␜䇹䇺ડᬺળ⸘䇻╙64Ꮞ䊶╙6ภ䇮2012ᐕ6䇮
79-89㗁䇯
ട⾐⼱ືਯ䇸⛔วႎ๔䈏ડᬺ⚻༡䈮ਈ䈋䉎ᓇ㗀䇹䇺ડᬺળ⸘䇻╙66Ꮞ䊶╙5ภ䇮2014ᐕ5䇮38-45ภ䇯
ᆄ⟵⋥䇸ታ䉕Ꮺ䈶䈩䈐䈢CSRႎ๔䈱ᐲൻ䇹䇺৻ᯅ䊎䉳䊈䉴䊧䊎䊠䊷䇻╙60Ꮞ䊶╙1ภ䇮2012ᐕ6䇮
76-88㗁䇯
ᆄ⟵⋥䇸⛔วႎ๔䈻䈱⒖ⴕ䊒䊨䉶䉴䈮䈍䈔䉎ᐲ⊛⺖㗴䇹䇺↥ᬺ⚻ℂ䇻╙72Ꮞ䊶╙2ภ䇮2012ᐕ7䇮16
-24㗁䇯
ᆄ⟵⋥䇸⛔วႎ๔䈲䈬䈖䈮ะ䈎䈉䈱䈎䇹䇺ᦩ⸘╙182Ꮞ䊶╙4ภ䇮2012ᐕ10䇮107-123㗁䇯
ਭ⑥↱ᢘઁ䇸䇸⛔วႎ๔䇹䉕䉄䈓䉎ᦨᣂേะ䈫ታോ䇹䇺ᣨೀ⚻ℂᖱႎ䇻╙1390ภ䇮2014ᐕ9䇮11-28㗁䇯
ฎ⾐ᥓᢅ䇸ડᬺᖱႎ㐿␜䈱ᣂ䈢䈭ዷ㐿―⽷ോᖱႎ䈫㕖⽷ോᖱႎ䈱⛔วൻ䈱น⢻ᕈ䈫⺖㗴―䇹䇺⒢⚻ㅢା䇻
╙66Ꮞ䊶╙14ภ䇮2011ᐕ12ภ䇮17-24㗁䇯
ฎ⾐ᥓᢅ⽿છ✬㓸 ᳰ↰ม✬⪺䇺⛔วႎ๔㕟䇻⒢ോ⚻ℂදળ䇮2015ᐕ䇯
ዊ▸ᐘ䇸⛔วႎ๔䈱․ᓽ䈫䉒䈏࿖䈻䈱ㆡ↪䇹䇺ડᬺળ⸘䇻╙64Ꮞ䊶╙6ภ䇮2012ᐕ6䇮18-27㗁䇯
ዊ▸ᐘ䇸⛔วႎ๔䈱࿖㓙⊛േะ䈫⽷ോႎ๔䈱น⢻ᕈ䇹䇺ડᬺળ⸘䇻╙66Ꮞ䊶╙5ภ䇮2014ᐕ5䇮18-27㗁䇯
ዊ▸ᐘ䊶ㅴ⮮ᶈ✬⪺䇸⛔วႎ๔䈱ᐲ䈫ታോ䇹䇺⚻ᷣ⚻༡⎇ⓥ䇻╙35Ꮞ䊶╙1ภ䇮2014ᐕ䇯
ቲශ䋨ᩣ䋩✚ว䊂䉞䉴䉪䊨䊷䉳䊟䊷⎇ⓥᚲ✬䇺⛔วႎ๔ᦠ䈮䉋䉎ᖱႎ㐿␜䈱ᣂầᵹ䇻หᢥ⥪ 䇮 2014ᐕ䇯
⼱ᤘ৻䇸㕖⽷ോᖱႎ䈱ႎ๔䇹ᐢἑ⟵Ꮊ䊶⮮⑲᮸⽿છ✬㓸䇺⽷ോႎ๔䈱䊐䊨䊮䊁䉞䉝䇻ਛᄩ⚻ᷣ␠䇮201ᐕ
ᐕ䇮107-133㗁䇯
ਛ䇸㕖⽷ോᖱႎ㐿␜䈱ᗧ⟵䈫⁁䇹䇺⸽䉝䊅䊥䉴䊃䉳䊞䊷䊅䊦䇻╙51Ꮞ䊶╙8ภ䇮2013ᐕ8䇮6-15㗁䇯
ฎᐣ ୃ⪺䇺⛔ว⽷ോႎ๔ᐲ䈱ᒻᚑ䇻ਛᄩ⚻ᷣ␠䇮2012ᐕ䇯
ฎᐣ ୃ䇸⛔วႎ๔䈱ⴕᣇ䈫㐿␜䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪䈱ౣ᭴ᚑ䇹䇺↥ᬺ⚻ℂ䇻╙73Ꮞ䊶╙2ภ䇮2013ᐕ7䇮95-104
㗁䇯
30
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問 題

㪈㪌㪈㪄㪈㪌㪍㗁䇯
᳓ญ ⪺䇺⽿છ䈅䉎ᛩ⾗ 㵪⾗㊄䈱ᵹ䉏䈪ᧂ᧪䉕ᄌ䈋䉎㵪䇻ጤᵄᦠᐫ䇮㪉㪇㪈㪊ᐕ㪅
ะጊᢕᄦ䇸⛔วႎ๔䈫CSRᖱႎ㐿␜䈫䈱⟎㑐ଥ䇹䇺ᦩ⸘䇻╙187Ꮞ䊶╙1ภ䇮2015ᐕ1䇮83-96ภ䇯
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図１．統合報告の枠組み
報告全体のピラミッドの
核心となるトップレベル
を構成する

財務

環境と社会

ガバナンス
と報酬

経営
者の
解説

出所）安井肇「21世紀の企業報告のあり方を問う
「統合報告書」構想」『金融財政事情』第62巻・
第43号、2011年11月号、35頁。
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図４．MCの拡張による非財務報告
（一部）
の財務報告化

図２．狭義の財務報告観―財務諸表の報告―

財務報告

財務報告
財務諸表
本
体

MC
財務諸表
本
体

注記

注記

MC

非財務報告

非財務報告
（ESG情報の開示）

図３．MCを組み入れた財務報告観
―曖昧な非財務報告との補完関係―

図５．連係・統合報告の制度化の一形態
連係・統合報告
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財務諸表
注記
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